
奈良県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

奈良001
文化庁･奈良文化財研究所･橿原
考古学研究所･明日香村教育委員
会

『特別史跡キトラ古墳発掘調査報告』 2008

奈良002 宮内庁書陵部 『書陵部紀要』第42号 1990
奈良003 宮内庁書陵部 『書陵部紀要』第44号 1992
奈良004 東京国立博物館 『東京国立博物館所蔵 須恵器集成Ⅰ(近畿篇)』便利堂 1994
奈良005 奈良国立博物館 『五條猫塚古墳の研究』 2015

奈良006 奈良国立文化財研究所
「年輪年代学(11)奈良県三倉堂遺跡出土木棺の年輪年代」『奈良文化財研究所年報
1994』

1994

奈良007 奈良文化財研究所 『奈良文化財研究所年報1998-Ⅱ』 1998
奈良008 奈良文化財研究所 『史跡頭塔発掘調査報告』 2001
奈良009 奈良文化財研究所 『奈良文化財研究所紀要2002』 2002
奈良010 奈良文化財研究所 『奈良文化財研究所紀要2003』 2003
奈良011 奈良文化財研究所 『奈良山発掘調査報告Ⅰ』 2005
奈良012 奈良文化財研究所 『高松塚古墳の調査』 2006
奈良013 奈良教育大学 『吉備塚古墳の調査』 2006
奈良014 奈良県教育委員会 「宮塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第1) 1913
奈良015 奈良県教育委員会 「吉野郡北六田の古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第6） 1919
奈良016 奈良県教育委員会 「県内御陵墓同伝説地及古墳墓表」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第8) 1925

奈良017 奈良県教育委員会
「添上郡帯解町山村円照寺墓山1号墳の調査」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報
告第11)

1930

奈良018 奈良県教育委員会
「北葛城郡馬見村大字三吉鴨山古墳調査報告」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報
告第12)

1934

奈良019 奈良県教育委員会
「北葛城郡浮孔村木棺出土の三倉堂遺跡及遺物調査報告」（奈良県史跡名勝天然記
念物調査報告第12）

1934

奈良020 奈良県教育委員会 「吉野郡小川村大字鷲家口発見の遺物」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第1) 1936
奈良021 奈良県教育委員会 「磯城郡多村大字矢部 團栗山古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第2) 1941
奈良022 奈良県教育委員会 「宇智郡北宇智村近内 古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第2) 1941
奈良023 奈良県教育委員会 「高市郡船倉村丹生谷栗垣内古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第2） 1941
奈良024 奈良県教育委員会 「生駒郡南生駒村有里竹林寺古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第2） 1941
奈良025 奈良県教育委員会 『宮滝の遺跡』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第15) 1942
奈良026 奈良県教育委員会 「春日山古墓の調査」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第3） 1948
奈良027 奈良県教育委員会 「宇和奈邊古墳群 二圓墳の調査」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第4) 1949
奈良028 奈良県教育委員会 「三陵墓西墳調査概報」(奈良縣綜合文化調査報告書1) 1952
奈良029 奈良県教育委員会 「吉野川流域の古文化について」(奈良縣綜合文化調査報告書3) 1954
奈良030 奈良県教育委員会 「星塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第7) 1955

奈良031 奈良県教育委員会
「北葛城郡河合村大字佐味田小字小墓 高塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査
抄報第８）

1956

奈良032 奈良県教育委員会
「北葛城郡新庄町寺口　第1号、第2号古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第
８）

1956

奈良033 奈良県教育委員会 「北葛城郡当麻町当麻茶山古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第8） 1956
奈良034 奈良県教育委員会 『珠城山古墳』 1956
奈良035 奈良県教育委員会 「添上郡大柳生村大柳生 悪田古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第９輯） 1956

奈良036 奈良県教育委員会
「宇智郡阪合部村大字犬飼 轉法輪寺境内 大師塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念
物調査抄報第９輯)

1956

奈良037 奈良県教育委員会 「中期古墳 塚山古墳」（奈良県文化財調査報告書第1) 1957
奈良038 奈良県教育委員会 「塩塚古墳」（奈良県文化財調査報告書第1） 1957
奈良039 奈良県教育委員会 「斑鳩大塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第10) 1958
奈良040 奈良県教育委員会 「五条市近内の古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11) 1959
奈良041 奈良県教育委員会 「桜井市児童公園の古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11） 1959
奈良042 奈良県教育委員会 「奈良市柴屋町丸山古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11） 1959
奈良043 奈良県教育委員会 「御所市西松本の古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11） 1959
奈良044 奈良県教育委員会 「奈良市佐紀町猫塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11) 1959
奈良045 奈良県教育委員会 『室大墓』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第18) 1959
奈良046 奈良県教育委員会 「北葛城郡当麻平林古墳」（奈良県文化財調査報告書第3) 1960
奈良047 奈良県教育委員会 「宇陀郡榛原町檜牧不動堂古墳」（奈良県文化財調査報告書第3) 1960
奈良048 奈良県教育委員会 「大三輪町穴師珠城山2号･3号墳」（奈良県文化財調査報告書第3) 1960
奈良049 奈良県教育委員会 「吐田平古墳群」（奈良県文化財調査報告書第4） 1961
奈良050 奈良県教育委員会 『桜井茶臼山古墳 附櫛山古墳』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第19冊） 1961
奈良051 奈良県教育委員会 『奈良市山村町狐塚古墳』奈良県文化財調査報告書第4 1961
奈良052 奈良県教育委員会 「石上神宮・善福寺弘仁寺・帯解寺」『奈良県文化財全集2』 1962
奈良053 奈良県教育委員会 『五条猫塚古墳』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第20) 1962
奈良054 奈良県教育委員会 『大和二塚古墳』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第21) 1962

奈良055 奈良県教育委員会
『大和新沢千塚調査概報 昭和37､38年度』（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第
17）

1963

奈良056 奈良県教育委員会 『大和天神山古墳』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第22冊） 1963
奈良057 奈良県教育委員会 「桜井市桜井鳥見山麓古墳群」（奈良県文化財調査報告書第7） 1964
奈良058 奈良県教育委員会 『昭和39年度新沢千塚緊急調査概報』 1964
奈良059 奈良県教育委員会 『奈良県文化財調査報告書（埋蔵文化財・民俗資料）第7集』 1964

奈良060 奈良県教育委員会
「アミダヒラ･ササヲ古墳群 および岩屋大塚古墳の調査」（奈良県文化財調査報告書第
9）

1966

奈良061 奈良県教育委員会 「小泉大塚古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第23） 1966
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奈良062 奈良県教育委員会 「上殿古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第23） 1966
奈良063 奈良県教育委員会 『奈良県文化財調査報告書（埋蔵文化財編）第9集』 1966
奈良064 奈良県教育委員会 『奈良県埋蔵文化財調査概要集昭和40年度』 1966
奈良065 奈良県教育委員会 「額田部狐塚古墳発掘調査概報」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第17) 1967
奈良066 奈良県教育委員会 「岡峰古墳」『奈良県指定文化財 第8集』 1967
奈良067 奈良県教育委員会 『マエ塚古墳』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第24） 1969
奈良068 奈良県教育委員会 『宇陀福地の古墳』（奈良県文化財調査報告書第17） 1972
奈良069 奈良県教育委員会 『烏土塚古墳』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第27 1972
奈良070 奈良県教育委員会 『壁画古墳高松塚調査中間報告』 1972
奈良071 奈良県教育委員会 「富雄丸山古墳」（奈良県文化財調査報告書第19集） 1973
奈良072 奈良県教育委員会 『磐余・池ノ内古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第28冊） 1973
奈良073 奈良県教育委員会 「広陵町大塚於古墳調査報告」（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第29) 1974
奈良074 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075 奈良県教育委員会 『馬見丘陵における古墳の調査』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第29冊 1974
奈良076 奈良県教育委員会 『佐味田坊塚古墳』奈良県文化財調査報告書第23 1975
奈良077 奈良県教育委員会 『丹切古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第30) 1975
奈良078 奈良県教育委員会 『天理市石上・豊田古墳群Ⅰ』（奈良県文化財調査報告書第20集） 1975
奈良079 奈良県教育委員会 『奈良県古墳発掘調査集報Ⅰ』 1976
奈良080 奈良県教育委員会 『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081 奈良県教育委員会 「奈良山-Ⅲ」（平城ニュータウン予定地内遺跡調査概報） 1979
奈良082 奈良県教育委員会 『重要文化財 大峰山寺本堂修理工事報告書』 1986
奈良083 奈良県教育委員会 『史跡 新沢千塚古墳群整備事業報告書(ふるさと歴史の広場事業)』 1992
奈良084 奈良県教育委員会 『中山大塚古墳』（奈良県立橿原考古学研究所調査報告第82冊） 1996
奈良085 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県の主要古墳Ⅰ』緑地保全と古墳保護に関する調査報告1 1971
奈良086 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県ムネサカ4号墳」『日本考古学年報24』 1973
奈良087 奈良県立橿原考古学研究所 『嶋宮傳承地-昭和46-48年度発掘調査概報-』奈良県教育委員会 1974
奈良088 奈良県立橿原考古学研究所 『新庄屋敷山古墳』 1975

奈良089 奈良県立橿原考古学研究所
「馬見丘陵の古墳調査 大垣内古墳」『奈良県古墳発掘調査集報Ⅰ』（奈良県文化財調
査報告書第28)

1976

奈良090 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) 1976
奈良091 奈良県立橿原考古学研究所 『佐味田ナガレ山古墳』奈良県文化財調査報告書第26 1976
奈良092 奈良県立橿原考古学研究所 『天理市石上･豊田古墳群Ⅱ』（奈良県文化財調査報告書第27) 1976
奈良093 奈良県立橿原考古学研究所 『纒向』 1976

奈良094 奈良県立橿原考古学研究所
「鳥見山周辺の古墳調査 ムネサカ４号墳」『奈良県古墳発掘調査集報Ⅰ』奈良県文化
財調査報告書第28

1976

奈良095 奈良県立橿原考古学研究所 『高取町の古墳』高取町文化財調査報告第1冊  高取町教育委員会 1976
奈良096 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報1976年度』 1977
奈良097 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） 1977
奈良098 奈良県立橿原考古学研究所 『大王山遺跡』榛原町教育委員会 1977
奈良099 奈良県立橿原考古学研究所 「室生村向山古墳群の遺物」（奈良県文化財調査報告書第30) 1978
奈良100 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 1978
奈良101 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報1977年度』 1978
奈良102 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県古墳発掘調査集報Ⅱ』（奈良県文化財調査報告書第30) 1978
奈良103 奈良県立橿原考古学研究所 『兵家古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第37） 1978
奈良104 奈良県立橿原考古学研究所 『新庄火野谷山古墳群』（奈良県文化財調査報告書第31） 1979
奈良105 奈良県立橿原考古学研究所 『大和高原開拓事業地内遺跡地図』 1979
奈良106 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107 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報1979年度第２分冊』 1980
奈良108 奈良県立橿原考古学研究所 『磯城･磐余地域の前方後円墳』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第42 1981
奈良109 奈良県立橿原考古学研究所 『新沢千塚古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第39) 1981
奈良110 奈良県立橿原考古学研究所 『太安萬侶墓』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第43） 1981
奈良111 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報1979年度第１分冊』 1981
奈良112 奈良県立橿原考古学研究所 『的場池古墳群』当麻町埋蔵文化財調査報告第1集　当麻町教育委員会 1982
奈良113 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第44) 1982
奈良114 奈良県立橿原考古学研究所 『御所市麻ノ谷1号墳』（奈良県文化財調査報告書第36) 1982
奈良115 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１分冊』 1982
奈良116 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１分冊』 1983
奈良117 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２分冊』 1983
奈良118 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２分冊』 1983
奈良119 奈良県立橿原考古学研究所 『市尾今田古墳群』高取町文化財調査概報第1冊　高取町教育委員会 1983
奈良120 奈良県立橿原考古学研究所 『八尾寺･トヨオカ･小田古墳群』高取町文化財調査報告第3冊　高取町教育委員会 1983
奈良121 奈良県立橿原考古学研究所 『市尾墓山古墳』高取町文化財調査報告5　高取町教育委員会 1984
奈良122 奈良県立橿原考古学研究所 「今井1号墳」『奈良県遺跡調査概報1983年度第２分冊』 1984
奈良123 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１分冊』 1984
奈良124 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２分冊』 1984
奈良125 奈良県立橿原考古学研究所 『栗谷遺跡群』（奈良県文化財調査報告書第58) 1985
奈良126 奈良県立橿原考古学研究所 『多遺跡発掘調査概報-第7･8次調査-』(田原本町文化財調査報告書1) 1985
奈良127 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１分冊』 1985
奈良128 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２分冊』 1985
奈良129 奈良県立橿原考古学研究所 「高安城」『奈良県遺跡調査概報1985年度第１分冊』 1986
奈良130 奈良県立橿原考古学研究所 『増補 宮滝の遺跡』 1986
奈良131 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１分冊』 1986
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奈良132 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２分冊』 1986
奈良133 奈良県立橿原考古学研究所 『能峠遺跡群Ⅰ』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第48） 1986
奈良134 奈良県立橿原考古学研究所 『首子遺跡群発掘調査報告』(当麻町埋蔵文化財調査報告2)当麻町教育委員会 1986
奈良135 奈良県立橿原考古学研究所 『佐味田宝塚古墳』(範囲確認調査報告) 河合町教育委員会 1986
奈良136 奈良県立橿原考古学研究所 『北原古墳』大宇陀町文化財調査報告書第1集 大宇陀町役場 1986
奈良137 奈良県立橿原考古学研究所 『下井足遺跡群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第52 1987
奈良138 奈良県立橿原考古学研究所 『史跡牧野古墳』広陵町文化財調査報告第1冊 1987
奈良139 奈良県立橿原考古学研究所 『大岩古墳群』（奈良県文化財調査報告書第57） 1987
奈良140 奈良県立橿原考古学研究所 『能峠遺跡群Ⅱ』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第51） 1987
奈良141 奈良県立橿原考古学研究所 『与楽古墳群』（奈良県文化財調査報告書第56） 1987
奈良142 奈良県立橿原考古学研究所 『坂ノ山古墳群』高取町文化財調査報告第6冊 高取町教育委員会 1987
奈良143 奈良県立橿原考古学研究所 『笛吹古墳群現地説明会資料』 1987
奈良144 奈良県立橿原考古学研究所 『寺口忍海古墳群』(新庄町文化財調査報告書1)新庄町教育委員会 1988
奈良145 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) 1988
奈良146 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１分冊』 1989
奈良147 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２分冊』 1989
奈良148 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１分冊』 1989
奈良149 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) 1989
奈良150 奈良県立橿原考古学研究所 『イノヲク古墳群発掘調査報告』高取町文化財調査報告第8冊　高取町教育委員会 1989
奈良151 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２分冊』 1990
奈良152 奈良県立橿原考古学研究所 『斑鳩藤ノ木古墳第1次調査報告書』 1990
奈良153 奈良県立橿原考古学研究所 『近内古墳群』（奈良県文化財調査報告書第62) 1991
奈良154 奈良県立橿原考古学研究所 『高田垣内古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第63） 1991
奈良155 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） 1991
奈良156 奈良県立橿原考古学研究所 『東安堵遺跡Ⅱ』（奈良県文化財調査報告書第61） 1991
奈良157 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１分冊』 1991
奈良158 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２分冊』 1991
奈良159 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１分冊』 1992
奈良160 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２分冊』 1992
奈良161 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162 奈良県立橿原考古学研究所 「住川墳墓群」『奈良県遺跡調査概報1992年度第２分冊』 1993
奈良163 奈良県立橿原考古学研究所 『後出古墳群-18号墳-』（奈良県文化財調査報告書第69) 1993
奈良164 奈良県立橿原考古学研究所 『新庄町南藤井和田古墳群』（奈良県文化財調査報告書第68） 1993
奈良165 奈良県立橿原考古学研究所 『斑鳩藤ノ木古墳第2･3次調査報告書』 1993
奈良166 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167 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２分冊』 1994
奈良168 奈良県立橿原考古学研究所 『平林古墳』當麻町埋蔵文化財調査報告第3集 當麻町教育委員会 1994
奈良169 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１分冊』 1995
奈良170 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２分冊』 1995
奈良171 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２分冊』 1996
奈良172 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173 奈良県立橿原考古学研究所 『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174 奈良県立橿原考古学研究所 『越部古墳』奈良県文化財調査報告書第82 1997
奈良175 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１分冊』 1997
奈良176 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２分冊』 1997
奈良177 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１分冊』 1998
奈良178 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２分冊』 1998
奈良179 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３分冊』 1998
奈良180 奈良県立橿原考古学研究所 『平城京左京三条三坊八坪』奈良県文化財調査報告書第76集 1998
奈良181 奈良県立橿原考古学研究所 『畠田古墳』王寺町文化財調査報告書第1集  王寺町 1998
奈良182 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２分冊』 1999
奈良183 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３分冊』 1999
奈良184 奈良県立橿原考古学研究所 『三陵墓西古墳』  都祁村教育委員会 1999
奈良185 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２分冊』 2000
奈良186 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３分冊』 2000
奈良187 奈良県立橿原考古学研究所 『下永東方遺跡』（奈良県文化財調査報告書第86) 2001
奈良188 奈良県立橿原考古学研究所 『水木古墳』（奈良県文化財調査報告書第88) 2001
奈良189 奈良県立橿原考古学研究所 『大和前方後円墳集成』(橿原考古学研究所研究成果4) 2001
奈良190 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２分冊』 2001
奈良191 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３分冊』 2001
奈良192 奈良県立橿原考古学研究所 「近内遺跡」『奈良県遺跡調査概報2001年度第３分冊』 2002
奈良193 奈良県立橿原考古学研究所 『三ツ塚古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第81) 2002
奈良194 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３分冊』 2002
奈良195 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196 奈良県立橿原考古学研究所 『ハミ塚古墳発掘調査報告書』奈良県文化財調査報告書第102 2003
奈良197 奈良県立橿原考古学研究所 『粟原カタソバ遺跡群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第65 2003
奈良198 奈良県立橿原考古学研究所 『岩清水スゲ谷古墳』（奈良県文化財調査報告書第99) 2003
奈良199 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記念物調査報告第61冊 2003
奈良200 奈良県立橿原考古学研究所 『上5号墳』（奈良県文化財調査報告書第92) 2003
奈良201 奈良県立橿原考古学研究所 『大谷今池1号墳･2号墳』（奈良県文化財調査報告書第101) 2003
奈良202 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１分冊』 2003
奈良203 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第74) 2003
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奈良204 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) 2003
奈良205 奈良県立橿原考古学研究所 『桜井茶臼山古墳範囲確認調査報告』（奈良県文化財調査報告書第110) 2004
奈良206 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１分冊』 2004

奈良207 奈良県立橿原考古学研究所
『兵家清水・菰谷古墳群』（奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第108）橿原考古学
研究所

2004

奈良208 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１分冊』 2005

奈良209 奈良県立橿原考古学研究所
『三次元デジタル･アーカイブを活用した古鏡の総合的研究』奈良県立橿原考古学研
究所

2005

奈良210 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報2004年第１分冊』 2005
奈良211 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報2004年第２分冊』 2005
奈良212 奈良県立橿原考古学研究所 『横田矢田野遺跡』奈良県文化財調査報告書第116 2006
奈良213 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報2005年第２分冊』 2006
奈良214 奈良県立橿原考古学研究所 『奈良県遺跡調査概報2006年第２分冊』 2007
奈良215 奈良県立橿原考古学研究所 『ホケノ山古墳の研究』（橿原考古学研究所研究成果第10冊） 2008
奈良216 奈良県立橿原考古学研究所 『下池山古墳の研究』（橿原考古学研究所研究成果第9冊） 2008
奈良217 奈良県立橿原考古学研究所 『薩摩11号墳』奈良県文化財調査報告書第152集 2012
奈良218 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２分冊』 2012
奈良219 奈良県立橿原考古学研究所 『四条遺跡Ⅲ』（奈良県文化財調査報告第168集） 2016
奈良220 奈良県立橿原考古学研究所 『黒塚古墳の研究』八木書店 2018
奈良221 奈良県立橿原考古学研究所編 『島の山古墳-前方部埋葬施設の調査-』奈良県文化財調査報告書第183集 2019

奈良222
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和の埴輪』 1984

奈良223
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和を掘るⅥ』 1986

奈良224
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』17 1990

奈良225
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和を掘る1994年度』 1995

奈良226
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和を掘る17』 1999

奈良227
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和を掘る20』 2002

奈良228
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『吉野川紀行』 2009

奈良229 由良大和古代文化研究協会 『大峰山岳信仰遺跡の調査研究』 2003

奈良230
奈良県内市町村埋蔵文化財連絡
協議会

『平成3年度奈良県内市町村文化財発掘調査報告』 1992

奈良231
奈良県内市町村埋蔵文化財連絡
協議会

『平成8年度奈良県内埋蔵文化財発掘調査報告会資料』 1997

奈良232
奈良県内市町村埋蔵文化財連絡
協議会

『平成9年度奈良県内市町村埋蔵文化財発掘調査報告会資料』 1998

奈良233 奈良市 『奈良市史　考古編』 1968
奈良234 奈良市教育委員会 『奈良市埋蔵文化財発掘調査概要報告書平成2年度』 1991

奈良235
奈良県内市町村埋蔵文化財連絡
協議会

『平成11年度奈良県内市町村埋蔵文化財発掘調査報告会資料』 2000

奈良236 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(－杣ノ
川イモタ・キトラ遺跡　水間遺跡ー)』

2006

奈良237 奈良市教育委員会 『西大寺赤田横穴墓群』 2011
奈良238 奈良市教育委員会 『赤田横穴群・赤田1号墳』奈良市埋蔵文化財調査研究報告第4冊 2016
奈良239 都介野村史編纂委員会編 『都介野村史』 1955
奈良240  都祁村史刊行会編 『都祁村史』 1985
奈良241 大和高田市教育委員会 『大和高田市遺跡分布調査報告書Ⅰ』 1996
奈良242 大和高田市教育委員会 『かん山古墳1次調査』 2003
奈良243 大和高田市教育委員会 『かん山古墳2、3次調査』 2005
奈良244 大和高田市教育委員会 『かん山古墳4次調査』 2006
奈良245 大和郡山市教育委員会 『額田部狐塚古墳周濠部発掘調査概要報告』 1984
奈良246 大和郡山市教育委員会 『菩提山遺跡発掘調査概要報告書』(大和郡山市文化財調査概要10) 1988
奈良247 天理参考館 『天理参考館報3号』 1990
奈良248 天理参考館分室編 『発掘調査20年』埋蔵文化財天理教調査団 1991

奈良249
東大寺山古墳研究会・天理大学・
天理大学附属天理参考館

『東大寺山古墳の研究』 2010

奈良250 埋蔵文化財天理教調査団 『ウテビ山2号墳発掘調査報告』（考古学調査研究中間報告5） 1982
奈良251 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252 埋蔵文化財天理教調査団
『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』考古学調査
研究中間報告20

1999

奈良253 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』（考古学調査研究中間報告
30）

2013

奈良254 天理市教育委員会
「北葛城郡河合村大字佐味田字倉塚円筒棺」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報
第12)

1959

奈良255 天理市教育委員会 「鍋割古墳」『天理市埋蔵文化財調査概報昭和61､62年度』 1988
奈良256 天理市教育委員会 『天理市埋蔵文化財調査概報 昭和61・62年度』 1988
奈良257 天理市教育委員会 『星塚･小路遺跡の調査』 1990
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奈良県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
奈良258 天理市教育委員会 『石上･豊田古墳群狐ヶ尾8号･9号墳』天理市埋蔵文化財調査報告第6集 1998
奈良259 天理市教育委員会 「石上神宮境内地遺跡」『天理市埋蔵文化財調査概報　平成8･9年度(1996･1997年)』 2003
奈良260 天理市教育委員会 「ハミ塚古墳」『天理市埋蔵文化財調査概報　平成10･11･12年度(1998～2000年)』 2006
奈良261 天理市教育委員会 『天理市文化財調査概報』平成24～26（2012～2014）年度 2018
奈良262 櫟本高塚遺跡発掘調査団 『櫟本高塚遺跡発掘調査報告』 1989
奈良263 橿原市教育委員会 『史跡植山古墳』橿原市埋蔵文化財調査報告第9冊 2014
奈良264 橿原市教育委員会 『橿原市文化財調査年報平成28年度』 2017
奈良265 桜井市教育委員会 『大福遺跡ー大福小学校地区ー発掘調査概報』 1987
奈良266 桜井市教育委員会 『阿部丘陵遺跡群』 1989
奈良267 桜井市教育委員会 『珠城山古墳群範囲確認調査報告書』 1993
奈良268 桜井市文化財協会 『桜井市内1994年度発掘調査報告書1』 1995
奈良269 財団法人桜井市文化財協会 『桜井公園遺跡群』（桜井市内埋蔵文化財2002年度発掘調査報告書4） 2007
奈良270 桜井市教育委員会 『国史跡珠城山古墳』 2007
奈良271 桜井市教育委員会 『桜井公園遺跡群』 2007
奈良272 財団法人桜井市文化財協会 『赤尾熊ヶ谷古墳群』（桜井市内埋蔵文化財2002年度発掘調査報告書5） 2008
奈良273 五條市 『五條市史 上巻』 1958
奈良274 五條市史編集委員会編 『五條市史新修』五條市役所 1987
奈良275 五條市教育委員会 『五條市引ノ山古墳群』 1980
奈良276 五條市教育委員会 『原遺跡』 1992
奈良277 五條市教育委員会 『平成19・20年度　五條市内遺跡発掘調査報告書』 2009
奈良278 市立五條文化博物館編 『市立五條文化博物館資料目録Ⅰ』 2004
奈良279 御所市教育委員会 『御所市樋野古墳群』 1981
奈良280 御所市教育委員会編 『奈良県御所市室巨勢山境谷10号墳発掘調査報告』御所市文化財調査報告書第4集 1985
奈良281 御所市教育委員会 『巨勢山古墳群Ⅱ』 1987
奈良282 御所市教育委員会 『第1回巨勢山古墳群現地説明会資料』 1989
奈良283 御所市教育委員会編 『奈良県御所市名柄遺跡第4次発掘調査報告』御所市文化財調査報告書第19集 1995
奈良284 御所市教育委員会 『室宮山古墳範囲確認調査報告』 1996
奈良285 御所市教育委員会編 『奈良県御所市室宮山古墳範囲確認調査報告』御所市文化財調査報告書第20集 1996
奈良286 御所市教育委員会 『室宮山古墳出土遺物』 1999
奈良287 御所市教育委員会編 『台風7号被害による室宮山古墳出土遺物』御所市文化財調査報告書第24集 1999
奈良288 御所市教育委員会 『巨勢山古墳群Ⅲ』 2002
奈良289 御所市教育委員会 『巨勢山古墳群Ⅳ』 2002
奈良290 御所市教育委員会 『京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概要Ⅳ』 2011
奈良291 二上村教育委員会 『二上村史』 1956
奈良292 香芝町史調査委員会 『香芝町史』 1976
奈良293 香芝市教育委員会 『香芝市埋蔵文化財発掘調査概報8』 1997
奈良294 新庄町教育委員会 『島ノ山・車ケ谷古墳群』 1994

奈良295
葛城市教育委員会・葛城市歴史博
物館

『太田古墳群　－太田古墳群現地説明会資料－』 2015

奈良296 奈良県宇陀郡役所 『奈良県宇陀郡史料』 1917
奈良297  菟田野町史編集委員会 『菟田野町史』 1968
奈良298 関西大学文学部考古学研究室編 『谷畑古墳』榛原町教育委員会 1974
奈良299 榛原町教育委員会編 『神木坂古墳群Ⅱ』榛原町文化財調査報告第3集 1988
奈良300 榛原町教育委員会 『神木坂古墳群Ⅲ』榛原町文化財調査報告第4集 1989
奈良301 榛原町教育委員会 『西谷古墳群発掘調査報告書』 1991
奈良302 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303 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』榛原町文化財調査概要12 1994
奈良304 平群町教育委員会 『平群町遺跡分布調査概報』 1989
奈良305 田原本町史編さん委員会編 『田原本町史 本文編』 1986
奈良306 田原本町教育委員会 「多遺跡第18次調査」『田原本町埋蔵文化財調査年報8 1998年度』 1999
奈良307 田原本町教育委員会 『田原本町埋蔵文化財調査年報11 2001年度』 2002
奈良308 田原本町教育委員会 『田原本町埋蔵文化財調査年報12 2002年度』 2003
奈良309  御杖村史調査委員会 『御杖村史』 1976
奈良310 奈良縣高市郡役所 『奈良縣高市郡古墳誌 』 1923
奈良311 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312 高取町教育委員会 『タニグチ古墳群』 1996
奈良313 高取町教育委員会 『国指定史跡市尾墓山古墳』高取町文化財調査報告36 2007
奈良314 明日香村教育委員会 『真弓マルコ山古墳』 1978
奈良315 明日香村教育委員会 『史跡マルコ山古墳環境整備事業に伴う事前発掘調査概要報告』 1990
奈良316 明日香村教育委員会 『史跡マルコ山古墳環境整備報告書』 1996
奈良317 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成7年度』 1997
奈良318 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成8年度』 1998
奈良319 明日香村教育委員会 『キトラ古墳学術調査報告書』 1999
奈良320 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成9年度』 1999
奈良321 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成10年度』 2000
奈良322 明日香村教育委員会文化財課編 『明日香村遺跡調査概報平成11年度』 2001
奈良323 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成15年度』 2005
奈良324 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成16年度』 2006
奈良325 明日香村教育委員会 『明日香村遺跡調査概報平成18年度』 2008

奈良326
明日香村教育委員会事務局文化
財課編

『飛鳥の穹窿状横穴式石室墳の調査』明日香村文化財調査報告書第7集 2010

奈良327 上牧町史編集委員会編 『上牧町史』 1975
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奈良県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
奈良328 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329 広陵町教育委員会 『広陵町遺跡分布調査概報』 1989
奈良330 広陵町 『広陵町史』本文編 2001
奈良331 河合町教育委員会 『河合町遺跡詳細分布調査報告』 1990
奈良332 河合町教育委員会 『宮堂遺跡』 1994
奈良333 河合町教育委員会 『宮堂遺跡Ⅱ』 1995
奈良334 吉野町教育委員会 『宮瀧遺跡第40次発掘調査報告』 1988
奈良335 石田茂作･矢島恭介 「金峯山経塚遺物の研究」『帝室博物館報』8 1937
奈良336 今尾文昭 「不動塚古墳発掘の一件」『青陵』49号　奈良県立橿原考古学研究所 1981
奈良337 上田三平 「大和吉野郡天川村河合経塚」『考古学雑誌』18―6 1928
奈良338 薄木祐蔵 『古墳墓調書』 1892
奈良339 梅原末治 「大和丹波市町北部の古墳について」『人誌33―2』 1918
奈良340 梅原末治 『佐味田及新山古墳研究』 1921
奈良341 梅原末治 「大和御所町付近の遺跡」『歴史地理』39―4 1922
奈良342 梅原末治 「大和国高市郡松山の葡萄鏡出土の古墳」『歴史と地理』 1923
奈良343 梅原末治 「相楽郡相楽村の方形墳」『京都府報告6』 1925
奈良344 近江昌司･白木原和美 「天理塚穴山古墳調査概要」(日本考古学協会昭和40年大会研究発表要旨) 1965
奈良345 喜田貞吉 「飛鳥京(4)」『歴史地理』20-5 1912
奈良346 本村豪章 『古墳時代の基礎研究稿』 1981
奈良347 小泉顕夫 「大安寺字野神古墳発掘見分書」『大和文化研究2-4』 1954
奈良348 粉川昭平･清水康二 「吉備塚古墳群表採の銅鏡について」『青陵』77号 1991
奈良349 小島俊次 『古墳-桜井市古墳綜覧-』 1958
奈良350 小島俊次 「メスリ古墳の調査概要」『大和文化研究』5―6 1960
奈良351 小島俊次 「割塚古墳の調査」『青陵』14号　奈良県立橿原考古学研究所 1969
奈良352 後藤守一 「銅鏃について」『考古学雑誌』第6巻第1･2･3･5･6･9号 1919
奈良353 佐藤小吉・末永雅雄 「大和北宇智村圓筒棺古墳の調査概報」『考古学』9-7 1938
奈良354 島本一・杉井輝次 「組合式圓筒棺の新例」『大和志』5-5 1938

奈良355 白石太一郎
「桜井茶臼山古墳東隣接地の調査」『遺跡調査室だよりNo.3』奈良県教育委員会遺跡
調査室

1973

奈良356 末永雅雄 『大和の古墳』河原書店 1950
奈良357 末永雅雄 「茶臼山古墳」『古代学研究』第9号 1954
奈良358 高橋健自 「古墳より発見せられる鐶及鐶座」『考古界』5-11 1906
奈良359 伊達宗泰 『奈良県川西町新沢千塚』『日本考古学年報』18 1965
奈良360 田村吉永 「大和に於ける方形墳」『大和志』2-11 1935
奈良361 田村吉永 「延喜式阿陀墓と大冢山」『大和志』5-12 1938
奈良362 長江正一 「京都府相楽郡相楽村の方形墳」『考古学雑誌』11ｰ1 1920
奈良363 野淵龍潜 『大和國古墳墓取調書』 1893
奈良364 古谷毅 「方形板革綴短甲の基礎的研究(1)」『東京国立博物館紀要』41 2006
奈良365 堀田啓一 「奈良県桜井市外山の森谷山古墳群調査予報」『大和史学』5―2 1969
奈良366 森浩一 「奈良県橿原市新沢千塚」『日本考古学年報19』 1966
奈良367 森本六爾 「我国に於ける鉄板出土遺跡」『考古学』1―2 1930
奈良368 安井良三 「多神社垣内遺物包含地(A地点)調査報告」『同志社大学博物館学年報 第9号』 1977
奈良369 考古學會 「奈良県宇陀郡榛原町古墳の発見」『考古學会雑誌』3-3 1899

奈良370
奈良県立橿原考古学研究所編・菟
田野町教育委員会

『古宮谷遺跡群』菟田野町埋蔵文化財調査報告第１集 2005

奈良371
東京国立博物館・島根県・奈良県
編

日本書紀成立1300年 特別展『出雲と大和』 2020

奈良372
奈良県立橿原考古学研究所・橿原
市・橿原市教育委員会

『海を越えたはるかな交流―橿原の古墳と渡来人―』 2006

奈良373 奈良県立橿原考古学研究所 『纏向』 1976

奈良374 ライアン・ジョセフ
「近畿・中四国における鉄製武器の普及と防御集落」『第１６回　古代武器研究会予稿
集』

2019

奈良375 御所市教育委員会 『葛城の前期古墳　鴨都波１号墳　調査概報』 2001
奈良376 奈良県教育委員会 『宇陀福地の古墳―榛原町福地奥ノ芝古墳群発掘調査報告―』 1972
奈良377 田原本町教育委員会 『昭和62・63年度唐古・鍵遺跡第32・33次発掘調査概報』 1989
奈良378 奈良県立橿原考古学研究所 『薩摩11号墳』奈良県文化財調査報告書第152集 2012
奈良379 奈良県立橿原考古学研究所 『薩摩遺跡Ⅰ』 2014
奈良380 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381
奈良県立橿原考古学研究所付属
博物館

『大和を掘る３１－２０１２年度発掘調査速報展－』 2013

奈良382 西隆寺調査委員会 『西隆寺　発掘調査報告』 1976
奈良383 奈良県立橿原考古学研究所 『大和木器資料Ⅰ』橿原考古学研究所研究成果　第３冊 2000
奈良384 東京国立博物館 『収蔵品目録（考古　土俗　法隆寺献納宝物）』 1956
奈良385 京都大学文学部 『京都大学文学部博物館　考古学資料目録』第2部　日本歴史時代 1968

奈良386
奈良県内市町村埋蔵文化財連絡
協議会

『平成５年度奈良県内市町村文化財発掘調査報告』 1994

奈良387
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』３ 1975

奈良388
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』６ 1978

奈良389
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』８　後期古墳資料（1） 1981
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奈良390
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』９　後期古墳資料（2） 1982

奈良391
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』11　前期古墳資料（1） 1984

奈良392
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』20　葛城の古墳資料 1985

奈良393
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』５ 1977

奈良394 御所市教育委員会 『條ウル神古墳ー範囲確認調査報告書ー』御所市文化財調査報告書第56集 2019
奈良395 西崎辰之助 ｢條ノ古墳｣（奈良県文化財調査報告書第3） 1916
奈良396 菊地芳朗 古墳時代環頭大刀集成 2014

奈良397 濱田耕作・梅原末治
「日本発見金製耳飾、刀剣環頭及刀剣鹿角装具聚成図録」『近江国高島郡水尾村の
古墳』京都帝国大学文学部　考古学研究報告第8冊

1923

奈良398 服部伊久男 「大和の装飾大刀」『王権と武器と信仰』 2008
奈良399 元興寺文化財研究所編 東大寺 国宝東大寺金堂鎮壇具保存修理調査報告書 2015
奈良400 奈良県文化財保存課 奈良県遺跡地図(web) ー
奈良401 奈良県教育委員会 「生駒郡西大寺新堂寺　合葬古墳」（奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第2） 1941
奈良402 神林淳雄 「古墳時代鐶付足金物に就いて」『考古学雑誌』28－7 1938

奈良403 小川貴司編
「井上コレクションの金銅製大刀の伏金系鞘金具」『井上コレクション弥生・古墳時代資
料図録』

1988

奈良404 奈良文化財研究所
「東南官衙地区および左京六条二坊の調査ー第118次・124次ー」『奈良文化財研究所
紀要2003』

2003

奈良405 下大迫幹洋ほか
「伝今泉出土銀装大刀復元品製作報告」『ふたかみ７ー1997年度香芝市二上山博物
館年報・紀要』

1997

奈良406 福島県立博物館 『日本刀の起源－直刀から彎刀へ－』 1988
奈良407 西山要一 「古墳時代の象嵌」『考古学雑誌』72-1 1986
奈良408 奈良国立博物館 『北和城南古墳出土品調査報告書』 2017
奈良409 高取町教育委員会 『国指定史跡　市尾宮塚古墳発掘調査報告書』高取町文化財調査報告第42冊 2018

奈良410 奈良県立橿原考古学研究所
『高松塚古墳』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館保管資料の再整理報告　奈良
県立橿原考古学研究所研究成果第12冊

2011

奈良411 奈良国立博物館 『特別陳列 大和の神々と美術 七支刀と石上神宮の神宝』 2004
奈良412 深谷淳 「金銀装倭系大刀の変遷」『日本考古学』第26号　日本考古学協会 2008

奈良413
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

『大和考古資料目録』16　X線調査資料 1975

奈良414 平井洸史
「大和4号墳出土鉄鉾が語る新羅との関係」『青陵』第162号　奈良県立橿原考古学研
究所彙報

1976
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