
付表 2 木器出土遺跡文献表

二 重 県

駒田利治「上野市笠部 神部遺跡」『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』二重県教育委員会1981年

駒田利治・ 山田猛・吉水康夫・谷本鋭次『北堀池遺跡発掘調査報

告第 1分冊』二重県埋蔵文化財調査報告51-1、 二重県教育委員

会1981年

森川桜男「二重県上野市森寺発見の木鋤」『古代学研究』 14、 古

代学研究会1956年

仲見秀雄『上箕田―弥生式遺跡第一次調査報告―』二重県立神戸

高等学校郷土研究クラブ1961年

谷本鋭次『昭和45年度県営圃場整備事業地内 上箕田遺跡調査概

報』二重県教育委員会1971年

伊藤久嗣『納所遺跡―遺構と遺物―』二重県埋蔵文化財調査報告

35-1、 二重県教育委員会1980年

浅生悦生「太田遺跡の調査」『森山東・太田遺跡』一般国道23号

中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報 I、 二重県教育委員会1989年

穂積裕昌「高賀遺跡」『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 3分冊』二重県埋蔵文化財調査報告94-3、

二重県教育委員会・二重県埋蔵文化財センター1991年

図司高志・ 山口順子 。他「高島郡新旭町針江遺跡」『 ほ場整備関

係遺跡発掘調査報告書』Ⅵ-1、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県

文化財保護協会1979年

兼康保明 。宮崎幹也『針江遺跡群旭遺跡発掘調査概要』国道161

号線バイパス関連遺跡調査概要 (昭和56年度)1、 滋賀県教育委

員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1982年

兼康保明・尾崎好則・ 山口順子「針江中遺跡の調査」『新庄城遺

跡・正伝寺南遺跡 。針江中遺跡・針江北遺跡発掘調査概要』国道

161号線バイパス関連遺跡調査概要 (昭和57年度)3、 滋賀県教

育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1983年

兼康保明・尾崎好則・山口順子「針江北遺跡の調査」『新庄城遺

跡・正伝寺南遺跡・針江中遺跡・針江北遺跡発掘調査概要』国道

161号線バイパス関連遺跡調査概要 (昭和57年度)3、 滋賀県教

育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1983年

兼康保明 。吉谷芳幸・山口順子「正伝寺南遺跡 (北地円 の調劃

『高島バイパス新旭町内遺跡発掘調査概要』国道161号線バイパス

関連遺跡調査概要 (昭和58年度)4、 滋賀県教育委員会 。(財)滋

賀県文化財保護協会1984年

清水 尚『高島バイパス新旭町内遺跡発掘調査概要―針江川北遺

跡―』国道161号線バイパス関連遺跡調査概要 (昭和60年度)、 滋

賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1986年

大崎哲人・森正『高島バイパス新旭町内遺跡発掘調査概要一吉武

城遺跡―』国道161号線バイパス関連遺跡調査概要 (昭和61年度)

7、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1987年

吉谷芳幸・森下直子「針江北遺跡の調査」『高島バイパス新旭町

内遺跡発掘調査概要』国道161号線バイパス関連遺跡調査概要

(昭和59年度)5、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協

会1985年

本田修平「森浜遺跡出上の田下駄について一高島郡新旭町一」

『民俗文化』第168号、滋賀民俗学会1977年

兼康保明「古代の琴一森浜遺跡出土などの遺品をめぐって一J

『月刊文化財』169号、文化庁文化財保護部1977年

田辺昭三・加藤修 。江日千恵子 。他『湖西線関係遺跡調査報告書』

滋賀県教育委員会1973年

別所健二「中沢遺跡」『市内遺跡分布調査報告書』草津市文化財

調査報告書 8、 草津市教育委員会1984年

丸山竜平・石原道洋「草津市片岡遺跡」『ほ場整備関係遺跡発掘

調査報告書』Ⅲ-2,滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協

会1976年

14 大橋信弥・谷口徹「車津市志那中遺跡」『 ほ場整備関係遺跡発掘

調査報告書』 V、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会

1978年

三宅弘 。秋政久裕 。他『草津川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調

査概報 2-御倉・北萱地区―』滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文

化財保護協会1987年

大橋信弥・谷口徹『服部遺跡発掘調査報告書』V、 滋賀県教育委

員会・守山市教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1984年

大橋信弥・山崎秀二・他『服部遺跡発掘調査概報』滋賀県教育委

員会・守山市教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1979年

谷口 徹「服部遺跡出上の線刻ある木製品について」『滋賀文化

財だより』No48、 (財)滋賀県文化財保護協会1981年

山幡秀二「吉見中遺跡発掘調査報告書」『守山市文化財調査報告

書』第16冊、守山市教育委員会・守山市立埋蔵文化財センター

1985年

守山市立埋蔵文化財センター「吉見西遺跡の調査 (中 間報告)」

『乙貞』第13号、守山市立埋蔵文化財センター1984年

大橋信弥・谷口徹 。他『金ケ森西遺跡発掘調査報告書―湖南中部

流域下水道管理用道路関連遺跡発掘調査報告書 2-』 滋賀県教育

委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1980年

山崎秀二『守山市文化財調査報告書』第 9冊、守山市教育委員会 。

守山市立埋蔵文化財センター1986年

宮下睦夫「旧河道より多数の木製品出土―守山市横江遺跡―」

『滋賀文化財だより』配101、 (財)滋賀県文化財保護協会

県
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1985年                                42 宮成良佐 。他『高田遺跡 (長浜電報電話局敷地内所在)調査報告

24 山崎秀二・谷口徹「守山市赤野井遺跡」『ほ場整備関係遺跡発掘       書』長浜市教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1980年

調査報告書』V、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会     43 滋賀県埋蔵文化財センター「多量の木製品出土―近江町長沢 奥

1978年                                  松戸遺跡―」『滋賀埋文ニュース』第75号、1983年

25 濱 修・他『赤野井湾遺跡―湖岸堤天神川水門工事に伴う埋蔵文     44 田中勝弘・林純「東浅井郡虎姫町五村遺跡」Fほ 場整備関係遺跡

化財発掘調査概要報告書―』滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化       発掘調査報告書』Ⅶ-3、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財

財保護協会1986年                             保護協会1980年

26 小竹森直子 。吉田秀則『新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要     45 杉本源造「市三宅東遺跡出土の琴状木製品J『滋賀考古』創刊号、

4-守山市山賀遺跡・小津浜遺跡―』滋賀県教育委員会 。(財)滋       滋賀考古学研究会1989年

賀県文化財保護協会1987年                       46 田中勝弘『北陸自動車道関連遺跡発掘調査報告書10-長浜市国友

27 古川与志継「野洲町下繰子遺跡」『ほ場整備関係遺跡発掘調査報       遺跡―』滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1988年

告書』Ⅲ-2、 滋賀県教育委員会 。(財 )滋賀県文化財保護協会     47 兼康保明・堀内宏司 。他『森浜遺跡発掘調査報告書』滋賀県教育

1976年        /                         委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1978年

28 谷口 徹・他「野洲町下繰子遺跡 E・ S地区」『 ほ場整備関係遺     48 水野正好『近江八幡市元水茎町遺跡調査概要』滋賀県教育委員会

跡発掘調査報告書』Ⅳ-2、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化       1966年
財保護協会1977年 49 岡本武憲「蒲生郡蒲生町外広・呉媛塚遺跡」『 ほ場整備関係遺跡

29 水野正好『大中の湖南遺跡調査概要』滋賀県文化財調査概要第 5        発掘調査報告書』Ⅷ-3、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財

集、滋賀県教育委員会1967年                        保護協会1986年

30 葛野泰樹・西家淳朗「蒲生郡安土町新開遺跡」『 ほ場整備関係遺     50 浜崎悟司「長浜市森前遺跡 。国友遺跡」『ほ場整備関係遺跡発掘

跡発掘調査報告書』�-3、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化       調査報告書』XV-1,滋 賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保

財保護協会1985年 護協会1988年

31 滋賀県埋蔵文化財センター「古代の農耕具『馬鍬』が出土―蒲生     51 宮崎幹也・ 岡本武憲「堂田・市子遺跡 (2)一蒲生郡蒲生町市子

町堂田遺跡―」『滋賀埋文ニュース』第77号、1986年             沖 。市子川原所在―」『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書』XⅥ―

32 植田文雄『能登川町埋蔵文化財調査報告書第10集―斗西遺跡―』 5,滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1989年

能登川町教育委員会1988年 52 三宅 弘『草津川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概報―御倉・

33 細川修平「滋賀県松原内湖遺跡出上の箆状木製品」『考古学雑誌』       北萱地区―』滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1986

第72巻第 4号、日本考古学会1987年                     年

34 滋賀県埋蔵文化財センター「黒漆塗り蓋 ?が出土―彦根市・松原     53 井上洋介『志那湖底遺跡発掘調査概要―志那南その 2工区―』滋

内湖遺跡―」『滋賀埋文ニュース』第93号、1987年              賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1987年

35 田中勝弘『矢倉川中小河川改修に伴う入江内湖西野遺跡発掘調査     54 森格也・宮下睦夫『石田三宅遺跡発掘調査報告書 正』滋賀県教育

報告書』滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1977年        委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1988年

36 中井 均『入江内湖遺跡発掘調査報告書―米原町立米原小学校新     55 守山市遺跡調査団『川中遺跡発掘調査概要』守山市教育委員会

設に伴う発掘調査―』米原町埋蔵文化財調査報告書Ⅵ、米原町教       1982年
育委員会1987年 56 濱 修・他『赤野井湾遺跡―湖岸堤天神川水門工事に伴う埋蔵文

37 中井 均・岡田文男 。他『入江内湖遺跡 (行司町地区)発掘調査       化財発掘調査概要報告書 2-』 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文

報告書―滋賀県立文化産業交流会館建設に伴う発掘調査―』米原       化財保護協会1987年

町埋蔵文化財調査報告Ⅸ、米原町教育委員会1988年           57 木戸雅寿 。森格也『笠原南遺跡発掘調査報告書』滋賀県教育委員

38 近藤滋 。北川浩「妙楽寺遺跡」『ほ場整備関係遺跡発掘調査報告       会 。(財)滋賀県文化財保護協会1987年

書』Ⅷ-1、 滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1980     58(財 )栗東町文化体育振興事業団『埋蔵文化財発掘調査 昭和63年

年                                    度年報』1989年

39 鹿野健・松田典夫 。他「川崎遺跡・南方東遺跡」『国道 8号線長     59 石橋正嗣『西才行遺跡発掘調査報告書』安土町埋蔵文化財調査報

浜バイパス関連遺跡調査報告書』滋賀県教育委員会1971年          告書第 2集、安土町教育委員会1983年

40 鹿野健・松田典夫・他「勝町遺跡」『国道 8号線長浜バイパス関     60 山本一博『柿堂遺跡』能登川町埋蔵文化財調査報告書第 8集、能

連遺跡調査報告書 2』 滋賀県教育委員会1973年               登川町教育委員会1987年

41 中谷雅治 。田中勝弘・他「鴨田遺跡」『国道 8号線長浜バイパス     61 日永伊久男「宮ノ前遺跡」『県営ほ場整備関係遺跡発掘調査報告

関連遺跡調査報告書 2』 滋賀県教育委員会1973年              書』日野町埋蔵文化財調査報告書第 5集、日野町教育委員会1988
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年

葛野泰樹『馬場遺跡発掘調査報告書―彦根市川瀬馬場町―』滋賀

県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1984年

本田修平『馬場遺跡』彦根市埋蔵文化財調査報告書第15集、彦根

市教育委員会1988年

滋賀県埋蔵文化財センター「彦根市 。松原内湖遺跡出土着柄鍬の

保存処理」『保存処理ニュース』No.31-B、 1988年

佐原 真「弥生時代」『彦根市史』彦根市役所1960年

谷口 徹「梯子考」『近江地方史研究』第15。 16合併号、近江地

方史研究会1982年

田中勝弘「入江内湖遺跡とその遺物」『滋賀考古学論叢』第 3集、

滋賀考古学論叢刊行会1986年

山崎秀二 。岩崎茂「下之郷遺跡の調査」『守山市文化財調査報告

書』第27冊、守山市教育委員会1988年

吉田秀則「奥松戸遺跡」『一般国道 8号 (長浜バイパス)関連遺

跡発掘調査報告書』Ⅵ、滋賀県教育委員会 。(財)滋賀県文化財保

護協会1989年

木戸雅寿・宮下睦夫『横江遺跡発掘調査報告書 I―滋賀県住宅供

給公社による横江住宅団地建設に伴 う発掘調査報告書―』滋賀県

教育委員会 。(財)滋賀県文化財保護協会1986年

滋賀県埋蔵文化財センター「赤野井湾遺跡の発掘調査近況」『滋

賀埋文ニュース』第98号、1988年

滋賀県埋蔵文化財センター「延勝寺湖底遺跡の発掘調査近況」

『滋賀埋文ニュース』第98号、1988年

滋賀県埋蔵文化財センター「古墳時代の琴が出 r_」『滋賀埋文ニュー

ス』第101号、1988年

滋賀県埋蔵文化財センター「蓋形木製品の出土」『滋賀埋文ニュー

ス』第101号、1988年

宮崎幹也「縄文晩期の丸木舟・ 櫂など出土」『滋賀文化財だより』

No.86、 (財)滋賀県文化財保護協会1984年

滋賀県埋蔵文化財センター「弥生時代の潅漑排水路か ?」『 滋賀

埋文ニュース』第95号、1988年

中井 均『中多良遺跡発掘調査報告書―県営かんがい排水路事業

に伴う発掘調査―』米原町埋蔵文化財調査報告�、米原町教育委

員会1989年

中井 均『本願寺遺跡発掘調査報告書一県営ほ場整備事業に伴 う

発掘調査―』米原町埋蔵文化財調査報告 XⅡ 、米原町教育委員

会1989年

花田勝広・ 富山直人『市三宅東遺跡発掘調査報告 -2』 野洲町文

化財資料集1990-4、 野洲町教育委員会・ 野洲町埋蔵文化財調査

会1990年

青山均・ 田中久雄『穴太遺跡 (弥生町地区)発掘調査報告書一一

般国道161号 (西大津バイパス)建設に伴 う一』大津市埋蔵文化

財調査報告書 15、 大津市教育委員会1989年

滋賀県埋蔵文化財センター「やまと琴が出土」『滋賀埋文ニュー

ス』第121号、1990年

京 都 府

平良泰久「古殿遺跡発掘調査概要」『埋蔵文化財発掘調査概報

1978』 京都府教育委員会1978年

戸原和人・藤原敏晃「古殿遺跡出土の注目土器・ 案」『京都府埋

蔵文化財情報』第 6号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター

1982年

鍋田 勇「峰山町古殿遺跡の第 3次調査」「古殿遺跡出上の梯子

状組合せ木製品」『京都府埋蔵文化財情報』第23号 、 (財 )京都府

埋蔵文化財調査研究センター1987年

鍋田 勇・戸原和人・他『古殿遺跡』京都府遺跡調査報告書第 9

冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1988年

田中光浩「木製品 。木片」『途中ケ丘遺跡発掘調査報告書』峰山

町文化財調査報告書第 3集、峰山町教育委員会1977年

竹原一彦「府営ほ場整備関係遺跡昭和60・ 61年度発掘調査概要

(1)正垣遺跡」『京都府遺跡調査概報』第22冊、(財)京都府埋蔵

文化財調査研究センター1987年

竹原一彦「京都府正垣遺跡出土の弥生時代木製琴」『考古学雑誌』

第72巻第 4号、日本考古学会1987年

藤原敏晃「府営ほ場整備関係遺跡昭和60・ 61年度発掘調査概要

(2)谷内遺跡」『京都府遺跡調査概報』第22冊、(財)京都府埋蔵

文化財調査研究センター1987年

藤原敏晃「谷内遺跡出上の木製穂摘具について」『京都府埋蔵文

化財情報』第22号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1986

年

高橋美久二「橋爪遺跡発掘調査概要J『埋蔵文化財発掘調査概報1

968』 京都府教育委員会1968年

戸原和人・伊辻忠司「橋爪遺跡発掘調査概要」『京都府遺跡調査

概報』第 4冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1982年

梅原末治「竹野村産土山古墳の調査」『京都府史蹟名勝天然紀念

物調査報告』第20・ 21冊、京都府教育委員会1940・ 1955年

辻本和美・竹原一彦・小橋拓司『石本遺跡』京都府遺跡調査報告

書第 8冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1987年

石井清司・ 田代弘 。中坪央尭『北金岐遺跡』京都府遺跡調査報告

書第 5冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1985年

岡崎研一「千代川遺跡第 3次発掘調査概要」『京都府遺跡調査概

報』第 7冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1983年

村尾政人「太田遺跡」『京都府遺跡調査概報』第 7冊、 (財 )京都

府埋蔵文化財調査研究センター1983年

水谷寿克・村尾政人・ 田代弘・伊辻忠司『太田遺跡』京都府遺跡

調査報告書第 6冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1986

年

杉原荘介 。大塚初重「京都府深草遺跡」『 日本農耕文化の生成』

日本考古学協会1960・ 1961年

網干善教「深草弥生式遺跡の調査」『龍谷史壇』第54号、龍谷大

11

17
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学史学会1965年

20 網千善教「深草遺跡出上の木製鍬の一例について」『龍谷史壇』

第55号、龍谷大学史学会1965年

21 堤圭二郎「深草遺跡発掘調査概要」『埋蔵文化財発掘調査概報

1967』 京都府教育委員会1967年

22 京都市『史料 京都の歴史』第 2巻、考古 1983年

23(財 )京都市埋蔵文化財研究所『平安京跡発掘資料選』(二)1986年

24 鈴木廣司 。平方幸雄「法勝寺跡」『昭和56年度京都市埋蔵文化財

調査概要 (発掘調査編)』 (財)京都市埋蔵文化財研究所1983年

25 木下保明 。本弥八郎 。長宗繁―「第71次調査」『昭和56年度京都

市埋蔵文化財調査概要 (発掘調査編)』 (財)京都市埋蔵文化財研

究所1983年

26 鈴木久男・磯部勝 。辻純―・吉崎伸「左京四条二坊・三坊・四坊」

『昭和56年度京都市埋蔵文化財調査概要 (発掘調査編)』 (財)京都

市埋蔵文化財研究所1983年

27 京都市文化観光局 。(財)京都市埋蔵文化財研究所『中久世遺跡発

掘調査概報』昭和56年度、1982年

28 上村和直『中久世遺跡発掘調査概報』昭和61年度、京都市文化観

光局 。(財)京都市埋蔵文化財研究所1987年

29 田中勝弘「京都市南区久世中久世遺跡出上の木器」『古代文化』

第24巻第 1号、(財)古代学協会1972年

30 堀内明博・鈴木広司「大薮遺跡」『昭和58年度京都市埋蔵文化財

調査概要』(財)京都市埋蔵文化財研究所1985年

31 浪貝毅・吉本尭俊・北山惇『森本遺跡発掘調査概報』長岡京発掘

調査団1970年

32 山中 章「長岡京跡修理職第 1次 (7ANBSS-1地区)分布調査

概要」『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 7集、向日市教育委員

会1981年

33 山中章 。国下多美樹 。松崎俊郎「長岡京跡左京第75次 (7ANFHD―

2地区)～左京四条二坊十二・十二町～発掘調査概要」『向日市

埋蔵文化財調査報告書』第 8集、向日市教育委員会1982年

34 長谷川浩― 。国下多美樹 。松崎俊郎・ 他「長岡京跡左京第82次

(7ANEIS地 区)～左京二条三坊一町・鶏冠井遺跡第 2次～発掘

調査概要」『向日市埋蔵文化財調査報告書』第10集、向日市教育

委員会1983年

35 山中章・松崎俊郎・他『鴨田遺跡』『向日市埋蔵文化財調査報告

書』第14集、向日市教育委員会1987年

36 宮原晋一 。他「長岡京跡左京第106次 (7ANFTB-3地 区)～左

京四条二坊六町・鴨田遺跡第 5次～発掘調査概要」『向日市埋蔵

文化財調査報告書』第17集、向日市教育委員会1985年

37 竹原一彦「長岡京跡左京第36次 (7ANDII)発掘調査略報」『長岡

京』第18号、長岡京跡発掘調査研究所1980年

38 高橋美久二・他「長岡京跡右京第26次発掘調査概要」『埋蔵文化

財発掘調査概報1980』 第 2分冊、京都府教育委員会1980年

39 石尾政信「長岡京跡右京第84次発掘調査概要 (7ANITT-6地区)」

『京都府遺跡調査概報』第 3冊、(財)京都府埋蔵文化財調査研究

センター1982年

40 高橋美久二「長岡京市今里車塚古墳の笠形木製品」『山城郷土資

料館報』第 3号、京都府立山城郷土資料館1985年

42 山本輝雄 。中尾秀正・谷本進「長岡京跡右京第53・ 54次 (7ANIST―

2・ 3地区)調査概要」『長岡京市文化財調査報告書』第 9冊、

長岡京市教育委員会1982年

43 山本輝雄「長岡京跡右京第75(7ANIKC-3地区)調査概要」

F長岡京市文化財調査報告書』第 9冊、長岡京市教育委員会1982

年

44 木村泰彦「右京第190次 (7ANIFD-4地区)調査概報」『長岡京

市埋蔵文化財センター年報』昭和60年度、(財)長岡京市埋蔵文化

財センター1987年

45 奥村清一郎 。戸原和人・他「長岡京跡左京第53次 (7ANMSB地

区)調査概要―左京六条二坊五・十二町・下八ノ坪遺跡・久我畷―」

『長岡京市文化財調査報告書』第14冊、長岡京市教育委員会・長

岡京跡発掘調査研究所1985年

46 久保哲正「長岡京跡左京第35次 (7ANMMO地区)調査概要―

左京六条二坊一町・雲宮遺跡―」『長岡京市文化財調査報告書』

第14冊、長岡京市教育委員会・長岡京跡発掘調査研究所1985年

47 久保哲正「長岡京跡左京第14次 (7ANRUI地区)調査報告」『長

岡京跡発掘調査研究所調査報告』第 1集、長岡京跡発掘調査研究

弓斤19791F

48 松崎俊郎「乙訓地域弥生 。古墳時代木器集成―農耕具を中心とし

て一」『長岡京古文化論叢』中山修一先生古稀記念事業会1986年

49 木村泰彦「右京第168次 (7ANIFD地 区)調査略報」『長岡京市

埋蔵文化財センター年報』昭和59年度、(財)長岡京市埋蔵文化財

センター1985年

50 伊賀高弘「木津地区所在遺跡昭和61年度発掘調査概要(1)瓦谷

遺跡」『京都府遺跡調査概報』第26冊、(財)京都府埋蔵文化財調

査研究センター1987年

51 梅川光隆「深草坊町遺跡」『昭和60年度京都市埋蔵文化財調査概

要』(財)京都市埋蔵文化財研究所1988年

52(財 )京都市埋蔵文化財研究所『増補改編 鳥羽離宮跡1984』 1984

年

53 小田桐淳「右京第257次 (7ANINE-5地区)調査略報」『長岡京

市埋蔵文化財センター年報』昭和62年度、(財)長岡京市埋蔵文化

財センター1989年

54 木村泰彦「右京第282次 (7ANIAC地区)調査略報」『長岡京市

埋蔵文化財センター年報』昭和62年度、(財)長岡京市埋蔵文化財

センター1989年

55 石井清司 。森下衛「北金岐遺跡B地点検出の大溝について」『京

都府埋蔵文化財情報』第11号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究セ

ンター1984年

56 竹原一彦「石本遺跡出上の木製遺物」『京都府埋蔵文化財情報』

第14号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1984年

57 鵜島三寿「千代川遺跡出土の木製品」『京都府埋蔵文化財情報』
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第31号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1989年          19 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会『長原遺跡発掘調査

58 釈龍雄・林和広「京都府網野町松ケ崎遺跡調査報告」『史想』第       (N G84-25)現 地説明会資料』1985年

14号、京都教育大学考古学研究会1968年                20 田中清美・迫哲済「長原遺跡 (長吉川辺 3丁目地区)出土の縄文

59 森 正「温江遺跡」『京都府遺跡調査概報』第37冊、 (財 )京都府       時代の遺構 。遺物について」『葦火』第 3号、 (財 )大阪市文化財

埋蔵文化財調査研究センター1990年                     協会1986年

60 田代 弘「福知山市興遺跡出土の警について」『京都府埋蔵文化     21 藤田幸男「長原遺跡から出土 した古墳時代の木製品について」

財情報』第33号、(財)京都府埋蔵文化財調査研究センター1989年        『葦火』第 6号、(財)大阪市文化財協会1987年

61 肥後弘幸「アバタ遺跡」『埋蔵文化財発掘調査概報1990』 京都府     22 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会『加美遺跡現地説明会

教育委員会1990年                             資料一大阪市平野区加美東 6丁目所在―』1985年

62(財 )京都府埋蔵文化財調査研究センター『弥栄町遠所遺跡群』京     23 永島暉臣慎・ 田中清美「大阪市加美遺跡の弥生時代中期墳丘墓」

埋セ現地説明会資料配89-07、 1990年                    『月刊文化財』血266、 文化庁文化財保護部1985年

大 阪 府

24 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会「森小路遺跡第 7次調

査」『昭和54年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書』1981

年

1 田代克己・他『高槻市安満弥生遺跡発掘調査概報』大阪府教育委     25 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会「森小路遺跡M S80-

15次発掘調査概報」『昭和55年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘

調査報告書』1982年

3 原日正三「考吉学からみた原始・古代の高槻」『高槻市史』第 1      26 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会「森小路遺跡M S81-

巻、本編 I、 高槻市役所1977年 6次調査」『昭和56年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告

4 森田克行『大蔵司遺跡発掘調査概要―浦堂地区C地点の調査―』       書』1983年

大阪府教育委員会1981年 27 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会「森小路遺跡M S84-

5 森田克行「59.芝生遺跡」『昭和59・ 60年度高槻市文化財年報』       25次 調査」『昭和59年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告

高槻市教育委員会1988年 書』1984年

6 田代克己・奥井哲秀・他『東奈良遺跡発掘調査概報 I』 東奈良遺     28 杉原荘介・神沢勇一「大阪府瓜破遺跡」『日本農耕文化の生成』

跡調査会1979年 日本考古学協会1961年

7 奥井哲秀 。井上直樹 。他『東奈良遺跡発掘調査概報Ⅱ』東奈良遺     29 荻田昭次・他『布施市高井田遺跡一弥生遺跡調査概要―』布施市

跡調査会1981年 教育委員会1963年

8 柳本照男 。他『原田西遺跡』豊中市文化財調査報告第 7集、猪名     30 下村晴文・才原金弘・他『鬼虎川遺跡調査概要 I』 東大阪市遺跡

川流域原田下水処理場遺跡調査団1981年 保護調査会1980年

9 柳本照男・島田義明『利倉遺跡』利倉遺跡発掘調査団1976年       31 曽我恭子 。他『鬼虎川遺跡―東大阪都市高速鉄道東大阪線計画事

10 豊中市教育委員会『穂積遺跡発掘調査説明会資料』1981年 業に伴う発掘調査概要 (そ の2)一』国道308号線関係遺跡調査

11 藤原 学「垂水南遺跡」『吹田市史』第 8巻 別編 吹田市役所       会1981年

員会1969年

2 原日正三『高槻市史』第 6巻、考古編、高槻市役所1973年

1981年

12 吹田市教育委員会『垂水南遺跡発掘調査概報』1977年

32(財 )東大阪市文化財協会『鬼虎川遺跡―東大阪都市高速鉄道東大

阪線計画事業に伴 う第15次発掘調査概要 (そ の 2-2)一 』1983

13 藤原 学「垂水南遺跡発掘調査」『昭和56年度埋蔵文化財緊急発       年

掘調査概報』吹田市教育委員会1982年 33 芋本隆裕 。松田順一郎 。他『鬼虎川遺跡第 7次発掘調査報告 3-
14 増田真木・他「垂水南遺跡の発掘調査」『昭和58年度埋蔵文化財       遺構編―』(財)東大阪市文化財協会1984年

緊急発掘調査概報』吹田市教育委員会1984年 34 芋本隆裕 。他『鬼虎川の木質遺物―第 7次発掘調査報告書 第 4

15 塩山則行『高宮八丁遺跡―寝屋川郵便局庁舎建設に伴う発掘調査       冊―』(財)東大阪市文化財協会1987年

概要報告―』寝屋川市文化財資料10、 寝屋川市教育委員会1987年      35 上野俊明・才原金弘・他『鬼虎川遺跡第12次発掘調査報告』(財)

16 藤沢真依・他『長原一近畿自動車道天理～吹田線建設に伴なう埋       東大阪市文化財協会 。東大阪市教育委員会1987年

蔵文化財発掘調査概要報告書―』(財)大阪文化財センター1978年      36 才原金弘「鬼虎川遺跡第12次調査出上の木製品樹種同定結果」

17 永島暉臣慎 。他『長原遺跡発掘調査報告』長原遺跡調査会 。(財)       『東大阪市文化財協会ニュース』 3-3、 (財)東大阪市文化財協

大阪市文化財協会1982年 (改訂版) 壬革19884F

18 大阪市教育委員会 。(財)大阪市文化財協会『長原遺跡 (N G82-     37 大阪府教育委員会『東大阪市瓜生堂遺跡の調査』1967年

41)現地説明会資料』1983年

35θ

38 田代克己・藤井直正・ 他『瓜生堂遺跡』中央南幹線内西岩田瓜生



堂遺跡調査会1971年

39 田代克己・藤井直正 。中西靖人・大西真由美 。他『瓜生堂遺跡

資料編』瓜生堂遺跡調査会1972年

40 田代克己・井藤徹 。他『瓜生堂遺跡 3』 瓜生堂遺跡調査会1981年

41 堀江門也 。中西靖人・他『瓜生堂―近畿自動車道天理～吹田線建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会・

(財)大阪文化財センター1980年

42 堀江門也・井藤暁子 。他『巨摩・瓜生堂―近畿自動車道天理～吹

田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委

員会 。(財)大阪文化財センター1981年

43 中井貞夫・尾上実 。他『若江北―近畿自動車道天理～吹田線建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会・

(財)大阪文化財センター1983年

44 尾上実・岸本道昭・他『巨摩 。若江北 (そ の2)一近畿自動車道

天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪

府教育委員会 。(財)大阪文化財センター1984年

45 中西靖人・森屋美佐子 。他『新家 (そ の 1)一近畿自動車道天理

～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教

育委員会 。(財)大阪文化財センター1987年

46 中西靖人・村上年生 。他『新家 (そ の2)一近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1984年

47 中西靖人 。国乗和雄・他『新家 (そ の3)一近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1984年

48 荻田昭次・北野保 。他『西岩田遺跡』中央南幹線内西岩田瓜生堂

遺跡調査会1971年

49 村上年生・石神幸子・他『西岩田―近畿自勃車道天理～吹田線建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会・

(財)大阪文化財センター1983年

50 三宅正浩 。他『佐堂 (そ の 1)一近畿自動車道天理～吹田線建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会 。

(財)大阪文化財センター1984年

51 杉本二郎 。他『山賀 (そ の1)一近畿自動車道天理～吹田線建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会・

(財)大阪文化財センター1983年

52 中西靖人・森井貞雄・他『山賀 (そ の2)一近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1983年

53 西口陽一 。上西美佐子・他『山賀 (そ の3)一近畿自動車道天理

～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教

育委員会 。(財)大阪文化財センター1984年

54 中西靖人・石神幸子 。他『山賀 (そ の4)一近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1983年

55 田中和弘・岸本道昭 。他『山賀 (そ の 5・ 6)(河内平野におけ

る初期農耕遺跡の調査)一近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う

埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会 。(財)大阪

文化財センター1986年

中西靖人・上西美佐子 。他『友井東 (そ の2)一近畿自動車道天

理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府

教育委員会 。(財)大阪文化財センター1983年

渡辺昌宏・井藤暁子 。他『美園―近畿自動車道天理～吹田線建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会・

(財)大阪文化財センター1985年

高島徹 。広瀬雅信 。他『亀井―近畿自動車道天理～吹田線建設に

伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育委員会 。(財)

大阪文化財センター1983年

広瀬和雄 。石神幸子 。他『亀井 (そ の2)一近畿自動車道天理～

吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書―』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1986年

高島徹 。広瀬雅信 。他『亀井・城山一寝屋川南部流域下水道事業

長吉ポンプ場築造工事関連埋蔵文化財発掘調査報告書』大阪府教

育委員会 。(財)大阪文化財センター1980年

宮崎泰史・広瀬雅信・他『亀井遺跡―寝屋川南部流域下水道事業

長吉ポンプ場築造工事関連埋蔵文化財発掘調査報告書 2』 (財)大

阪文化財センター1982年

宮崎泰史・他『亀井遺跡 2-寝屋川南部流域下水道事業長吉ポン

プ場築造工事関連埋蔵文化財発掘調査報告書 3』 (財)大阪文化財

センター1984年

田代克己・毛利光用子 。他『恩智遺跡 I・ Ⅱ』瓜生堂遺跡調査会

1980年

山本昭 。米田敏幸 。他『八尾南遺跡一大阪市高速電気軌道 2号線

建設に伴なう発掘調査報告書―』八尾南遺跡調査会1981年

高萩千秋・高木真光 。他「東郷遺跡発掘調査概要報告」『八尾市

埋蔵文化財発掘調査概報1980・ 1981年度』八尾市教育委員会1983

年

山本昭 。米田敏幸「中田遺跡」『木製農具について』埋蔵文化財

研究会第14回研究集会資料1983年

福田英人『中田遺跡発掘調査概要―柏原 。八尾幹線下水管渠築造

工事に伴う調査―』大阪府教育委員会1986年

大野薫・阪田育功『池島遺跡試掘調査概要・ Ⅱ』大阪府教育委員

壬誓19834言

一瀬和夫・赤木克視 。他『久宝寺南 (そ の2)一久宝寺・加美遺

跡の調査―近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘

調査概要報告書』大阪府教育委員会 。(財 )大阪文化財センター

1987年

小野久隆 。服部文章 。他『亀井北 (そ の 1)一近畿自動車道天理

～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書』大阪府教育

委員会 。(財)大阪文化財センター1986年

奥和之・山上弘・他『亀井北 (そ の2)一近畿自動車道天理～吹

田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書』大阪府教育委員
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会 。(財)大阪文化財センター1986年                     大阪文化財センター1978年

72 大楽康宏・竹原伸次・他『亀井北 (そ の3)一近畿自動車道天理     95 石神 恰『池上遺跡発掘調査概要 3』 大阪府教育委員会1974年

～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書』大阪府教育     96 渡辺昌宏・他『池上遺跡発掘調査概要12』 大阪府教育委員会1980

委員会 。(財)大阪文化財センター1986年                   年

73 辻合喜代太郎「古代・中世の工芸」酎白原市史』第 2巻 本編 1、      97 藤田憲司・黒田慶一 。他『脇浜遺跡発掘調査報告書』(財)大阪府

柏原市役所1973年                            埋蔵文化財協会調査報告書第 6輯、 (財 )大阪府埋蔵文化財協会

74 原日正三『河内府船橋遺跡出土遺物の研究』大阪府文化財調査報       1986年

告書第 8輯、大阪府教育委員会1958年                 98 近藤利由・他『栄の池遺跡』岸和田遺跡調査会1979年

75 岩崎二郎 。岩瀬透『川北遺跡発掘調査概要一府立藤井寺養護学校     99 近藤利由「下池田遺跡」『木製農具について』埋蔵文化財研究会

用地内埋蔵文化財調査―』大阪府教育委員会1981年             第14回研究集会資料1983年

76 松村隆文・館邦典『川北遺跡発掘調査概要・ Ⅱ』大阪府教育委員     100山 本 彰『三軒屋遺跡―昭和54年度の調査―』泉佐野市教育委員

会1982年                                    会1980年

77 高島徹「修羅の発掘」『大阪府教育委員会月報』第31巻第 1号、      101大 阪府教育委員会『水走遺跡 (5次・ 7次)現地見学会資料』

1978年                                 1984年
78 高島徹「三ッ塚古墳周濠内出上の『修羅』の発掘調査について」     102神 谷工弘「大阪府堺市百舌鳥陵南遺跡出土木製鞍の復元」『考古

現地説明会パンフ、大阪府教育委員会1978年 (『 大阪府史』第 1        学雑誌』第72巻第 3号、日本考古学会1987年

巻 古代編,1978年に再録)                      lo3野 島 稔「四条畷市出土の木製農具」『木製農具について』埋蔵

79 森村健一 。他『大和川 。今池遺跡―第 1地区発掘調査報告―』大       文化財研究会第14回研究集会資料1983年

和川 。今池遺跡調査会1979年                      lo4枡 本哲・赤木克視『久宝寺南 (そ の3)一近畿自勃車道天理～吹

80 中村 浩『百舌陵南遺跡発掘調査概要』大阪府文化財調査概要       田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書』大阪府教育委員

1974-13、 大阪府教育委員会1975年                     会 。(財)大阪文化財センター1986年

81 森村健一『今池遺跡一学校建設予定地内発掘調査報告―』今池遺     105中 西靖人・寺川史郎 。金光正裕・山口誠治・他『久宝寺北 (そ の

跡調査会 。堺市教育委員会1976年                      1～ 3)一近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘

82 森村健―・北野俊明「陵南遺跡」『木製農具について』埋蔵文化       調査概要報告書』大阪府教育委員会 。(財 )大阪文化財センター

財研究会第14回研究集会資料1983年                     1987年
83 石神恰・橋本高明・他「西浦橋遺跡」『府道松原大津線関連遺跡     106嶋 村友子・福田英人 。他『成法寺遺跡発掘調査概要 I』 大阪府教

発掘調査報告書 I』 (財)大阪文化財センター1984年             育委員会1986年

84 石神恰・芝野圭之助・他「万崎池遺跡」『府道松原大津線関連遺     107土 生田純之「誉田八幡宮所蔵の有孔木製品」『網千善教先生華甲

跡発掘調査報告書 I』 (財)大阪文化財センター1984年            記念考古学論文集』網干善教先生華甲記念会1988年

85 石神恰 。伊藤久嗣 。他『池上 。四ッ池1970』 第 2阪和国道内遺跡     108灰 掛 薫『池上遺跡―仮称池上小学校建設に伴う発掘調査概要―』

調査会1970年                               仮称池上小学校予定地内遺跡調査会1980年

86 第 2阪和国道内遺跡調査会『昭和45年度第 2阪和国道内遺跡発掘     109樋 口吉文『四ッ池遺跡―第80地区・第81地区―』昭和55年度国庫

調査報告書 3』 1971年                           補助事業発掘調査報告,堺市教育委員会1981年

87 第 2阪和国道内遺跡調査会『昭和46年度第 2阪和国道内遺跡発掘     110四 ッ池遺跡調査会『四ッ池遺跡―昭和49年度調査概要 その2-』

調査報告書 4』 1971年                           1974年
88 樋日吉文 。土山健史『四ッ池遺跡』堺市文化財調査報告第16集、      111樋 日吉文『四ッ池遺跡発掘調査報告一YOC第 86地区の調査―』

堺市教育委員会1984年                           堺市文化財調査報告第22集,堺市教育委員会1985年

89 樋日吉文「四ッ池遺跡」『木製農具について』埋蔵文化財研究会     ■2森村健―・北野俊明『ニサンザイ古墳一重堀及び二重堀範囲確認

第14回研究集会資料1983年                         調査概要』堺市教育委員会1987年

90 村上年生 。三宮昌弘・他『小阪遺跡 (そ の3)一調査の概要―』     113白 神典之『平井遺跡』堺市文化財調査報告第25集,堺市教育委員

大阪府教育委員会 。(財)大阪文化財センター1987年             会1986年

91 広瀬和雄『大園遺跡発掘調査概要 3』 大阪府教育委員会1976年       114福 永信雄・他『鬼虎川遺跡第19次発掘調査報告』(財)東大阪市文

92 酒井龍―・正富博行・他『豊中。古池遺跡発掘調査概報 (その3)』        化財協会 。東大阪市教育委員会1988年

豊中・古池遺跡調査会1976年                      115下 村晴文 。他『鬼虎川遺跡第29・ 30次発掘調査報告』(財)東大阪

93 宮野淳一『七ノ坪遺跡発掘調査概要 3』 大阪府教育委員会1984年        市文化財協会 。東大阪市教育委員会1988年

94 小野久隆・奥野都『池上遺跡』第 4分冊の 1・ 2 木器編、(財)     116吉 岡 哲「市内の弥生遺跡とそれ以降の遺跡 (14)中田遺跡」

∂52



『八尾市史 (前近代)本文編』八尾市役所1988年

117野島 稔『雁屋遺跡』四条畷市教育委員会1987年

118塩山則行・露口真広『高宮八丁遺跡―木器編―』寝屋川市教育委

員会1989年

139浅岡俊夫 。他『 しもだ一下田遺跡発掘調査概要―』下田遺跡調査

E日 19904F

119吹田市教育委員会『垂水南遺跡発掘調査概報 2』 1978年

120吹田市教育委員会『垂水南遺跡発掘調査概報 3』 1979年          1 森内秀造・池田正男『出石・宮内遺跡―宮内字三井町の坪・寺鏡―』

121吹田市教育委員会『垂水南遺跡発掘調査概報 4』 1980年           出石町文化財調査報告書第 1冊、出石町教育委員会1984年

122藤原学 。他「垂水南遺跡」『木製農具について』埋蔵文化財研究      2 多淵敏樹『但馬水上』日高町教育委員会1967年

会第14回研究集会資料1983年                      3 石田松蔵「考古学から見た日高町」『 日高町史』上巻、 日高町教

123高島 徹「三 ッ塚出上の修羅」『高校通信 東書 日本史 。世界       育委員会1976年
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28 村川行弘「考古学からみた尼崎」『尼崎市史』第 1巻、尼崎市役     11 泉 武 。他『星塚 。小路遺跡遺跡の調査』天理市埋蔵文化財調査

所1966年                                 報告第 4集、天理市教育委員会1989年

29 森内秀造「原田西遺跡」『木製農具について』埋蔵文化財研究会     12 布留遺跡天理教発掘調査団『出土木器の樹種と木取り1・ 2』 布

第14回研究集会資料1983年                         留遺跡研究中間報告 3、 1981年
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32 神戸新聞社会部編集『祖先の足あと』 2、 1959年            15 松本洋明「天理市平等坊・岩室遺跡第 5次調査概報」『奈良県遺

33 渡辺伸行「新方遺跡 (東方地点)一第 3次調査―」『昭和60年度       跡調査概報1980年度』奈良県教育委員会1982年

神戸市埋蔵文化財年報』神戸市教育委員会1988年            16 松本洋明「天理市平等坊・岩室遺跡第 6次調査概報」『奈良県遺
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