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縄文時代編の概要

縄文時代編は保管ケース18箱分が存在し、遺物の種別毎に分類された箱（Ⅱ-１-４）と、

遺跡・遺構によって分類された箱（Ⅱ-５・６）、地域毎に分類された箱（Ⅱ-９-14・17）、

時期毎に分類された箱（Ⅱ-15・16）、そして雑（Ⅱ-７）の５種がある。

大場博士は、昭和初期まで縄文時代を中心的に研究してきたが、その後は神道考古学の

分野に比重を重くしていった。しかし、遺跡の調査や『北安曇郡誌』・『下伊那郡誌』、そし

て『信濃史料』などの編纂に中心的な立場として携わった関係から、縄文時代の資料と縁

が切れることはなかったのである。

大場磐雄博士資料の興味深いところは、純粋な学術資料とともに、今や失われてしまっ

た景観を写した風景写真、人物写真、或いは古い絵葉書なども含まれている点にある。本

編には、発掘調査時の写真や実測図・拓本などに加え、珍しいものでは採集資料を前にし

た大場少年のポートレートが見られる（Ⅱ-12-10）。恐らく、中学生時代に撮影したもので

あろう。当時の博士は、毎月収集した遺物を自宅で開陳し、考古会と称する展覧会を開い

ていたという。約30年後に千葉県粟島台遺跡（Ⅱ-12-12）で撮影された50代の大場博士と比

べてみるのも面白い。また、東京帝室博物館に勤務していた神林淳雄氏から送られた絵葉

書（Ⅱ-２-９）などは、学史資料としても貴重なものである。

このように、年月日や地名が記された資料は、年譜と照合することによって、時間的・

空間的な位置づけを行なうことが容易であり、博士が資料を収集した意図や、寄贈された

経緯についても推察することができよう。

なお、一覧表中の種別は縄文時代には属さない資料も含んでいるため、遺跡・遺構・貝

塚・土器・土偶・土製品（土版・土面を含む）・石器・石偶・石棒・石剣・石冠・石製品（岩

版を含む）・木製品（独木舟を含む）・貝製品（貝輪・貝器・貝を含む）・装身具（玉類・耳

飾など）・骨角器・獣骨・人骨・植物遺存体・その他（書簡・メモ・文書・地図など）のほ

か、寺院・窯・青銅器・鏡・埴輪・馬具・瓦・経筒の28種を設けた。 （山添奈苗）
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第３図 堀ノ内貝塚出土土器・少年時代の大場博士（Ⅱ-12-10） S＝1/2



第５図 栃木県河内郡雀宮村針谷出土土偶 神林淳雄氏より（Ⅱ-２-９） S＝2/3

第４図 粟島台 記念撮影 S24.６.４（Ⅱ-12-12） S＝1/1
（前列左より亀井正道氏・大場磐雄博士・滝田正俊氏 後列左より鈴木恵美子氏・麻生優氏）
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越後三島郡関原町大字下除馬高遺跡出土（現・長岡市下除町）

越後三島郡関原町大字下除三十稲場遺跡出土 57……………………………………………

６．越後国各地 ①関原方面 ②糸魚川方面 57…………………………………………………

７．佐渡島 57……………………………………………………………………………………………

８．山形行 昭和27年11月29日～30日 57…………………………………………………………

９．佐渡 昭和26年 57…………………………………………………………………………………

10．上野国各地 ①新里村 ②伊勢塚 東備足山 58……………………………………………

11．下野国各地 那須郡各村 58……………………………………………………………………

12．昭和26年８月 大場調査 58………………………………………………………………………

13．磐城国各地 58………………………………………………………………………………………

14．岩代国各地 58………………………………………………………………………………………

15．陸中国各地 ①鍬崎 ②西足井郡涌津村 ③岩手郡西山村 58…………………………

16．陸前国各地 ①宮城郡大木囲 ②中津濱 58…………………………………………………

17．羽後国各地 ①庄内 ②北秋田郡下大野村 58………………………………………………

18．陸奥国各地 ①二戸郡一戸町 ②床舞 58……………………………………………………

19．北海道常呂町 58……………………………………………………………………………………

20．北海道各地 58………………………………………………………………………………………

21．土器（北海道樺太） 58……………………………………………………………………………

22．樺太各地 58…………………………………………………………………………………………

23．土器拓本 58…………………………………………………………………………………………

Ⅱ- 遺跡（関東、東京・埼玉・神奈川）

１．武蔵国各地 59………………………………………………………………………………………

２．八王子市台町（御所水遺跡）

モモの核を出土した縄文前期遺跡 昭和41年11月発見（佐々木龍之介氏） 59………

３．武蔵野市御殿山遺跡調査 昭和37年９月 59…………………………………………………

４．木曾遺跡 59…………………………………………………………………………………………

５．佐々木龍之介氏寄贈 昭和48年６月24日

五日市町高校新地内 昭和48年５月～６月(土偶・耳飾・土器・敷石住居址等) 59…

６．埼玉県北足立郡新座町西上 跡見学園グランド遺跡

昭和38年12月（縄文住居址） 59………………………………………………………………

７．金井遺跡会議資料 60………………………………………………………………………………

８．桝形山石器時代遺跡調査報告 60………………………………………………………………

９．武蔵国（一） 東京市内 ①明治神宮内 ②久ケ原・馬込 60…………………………

10．武蔵国（二） 東北部 ①南埼玉郡 60……………………………………………………

11．武蔵国（三） 西北部 ①南多摩日野付近 ②鶴川町綾部広袴

③南村方面 ④小河内村河内 60……………………………

12．武蔵国（四） 西南部（多摩川以西） ①横浜市内 ②青木 ③都築郡方面 60……

13．石神貝塚（埼玉県川口市） 61…………………………………………………………………

14．松戸古墳出土縄文土器 61…………………………………………………………………………

－ －20



15．真福寺貝塚 昭和27年６月 61…………………………………………………………………

16．横浜村行 61…………………………………………………………………………………………

17．武蔵国（五）北部 ①秩父郡高篠横瀬方面 ②入間郡高麗村

③入間郡川越付近 ④入間郡吾野村三社 61………………………

18．学生提出物 61………………………………………………………………………………………

19．土器拓本 その１ 61………………………………………………………………………………

20．土器拓本 その２ 62………………………………………………………………………………

Ⅱ- 縄文土器（早～後期）

１．顔面把手付土器（杉並区新町） 63……………………………………………………………

２．縄文早期 63…………………………………………………………………………………………

３．後期 堀の内式 63…………………………………………………………………………………

４．奇形土器 64…………………………………………………………………………………………

５．後期 加曽利Ｂ式 64………………………………………………………………………………

６．中期 勝坂式 65……………………………………………………………………………………

７．楢原式土器（塩野半十郎氏蔵） 65……………………………………………………………

８．前期 諸磯式土器 65………………………………………………………………………………

９．国際キリスト教大学蔵 縄文遺物 昭和41年６月 65………………………………………

10．前期 円筒土器 66…………………………………………………………………………………

11．中期 加曽利 E式 66………………………………………………………………………………

12．その他 66……………………………………………………………………………………………

Ⅱ- 縄文土器（晩期）土製品

１．晩期 陸奥式 66……………………………………………………………………………………

２．亀が岡式土器様式に於ける粗製土器の考察 67………………………………………………

３．土器把手類 67………………………………………………………………………………………

４．土製品各種 67………………………………………………………………………………………

５．縄文式土器の実測展開写真集成と文様研究 67………………………………………………

６．顔面把手類 67………………………………………………………………………………………

７．晩期 68………………………………………………………………………………………………

８．晩期 安行式 68……………………………………………………………………………………

９．東京都町田市鶴川遺跡 縄文晩期土器実測図 昭和41年４月実測 68…………………

10．土器類雑 68…………………………………………………………………………………………

11．土器製作状態（台湾） 68…………………………………………………………………………

12．縄文式土器文様 68…………………………………………………………………………………

Ⅱ- 縄文（中部・関東・東北）

１．陸前沼津貝塚出土品（縄文式土器） 68………………………………………………………

２．陸奥国西津軽郡館岡村大字亀が岡出土（土器） 68…………………………………………

３．縄文土器・玉類 68…………………………………………………………………………………

４．東京湾地方石器時代海岸線想定図 68…………………………………………………………

５．人類学写真集（日本石器時代土偶ノ部） 68…………………………………………………

６．二川村桐ケ作下原遺跡 69………………………………………………………………………
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７．縄文遺物（土器・石器） 69……………………………………………………………………

８．縄文遺物（土偶その他） 69……………………………………………………………………

９．不詳（土器） 69……………………………………………………………………………………

10．不詳（貝塚） 69……………………………………………………………………………………

11．不詳（住居址） 69…………………………………………………………………………………

12．縄文土器 69…………………………………………………………………………………………

13．越中富山県朝日貝塚 69……………………………………………………………………………

14．大塚村本村出土品（縄文式土器） 69…………………………………………………………

15．渥美半島出土品（石器・土器・銅鐸・銅鏃他） 69…………………………………………

16．甲斐出土品 69………………………………………………………………………………………

17．越中氷見郡氷見町朝日貝塚 69…………………………………………………………………

18．陸中青森県西磐井郡衣川村字戸家内発見 69…………………………………………………

19．陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂 69…………………………………………………

20．陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡出土（釣針・土器・土偶） 70…………………

21．陸奥青森県三戸郡是川村一王寺（土器） 70…………………………………………………

22．磐城福島県南杉田・中能野（土器） 70………………………………………………………

23．白河古関村大字旗宿字内松（土器） 70………………………………………………………

24．磐城福島県田村郡谷田川村（土器） 70………………………………………………………

25．陸奥青森県東津軽郡東平内村狩場沢出土 久原家蔵 70……………………………………

26．千葉県長柄村長柄山出土品 70…………………………………………………………………

27．金田村大字舌崎包含地（土器） 70……………………………………………………………

28．秋田城址出品（縄文式土器） 古四王神社所蔵 70…………………………………………

29．市川市須和田窯址出土品 70……………………………………………………………………

30．茨城県新治郡高浜町高浜田余村上高崎 70……………………………………………………

31．広畑貝塚（最上層） 70……………………………………………………………………………

32．下総市川市須和田遺跡出土品 70………………………………………………………………

33．下総印幡郡臼井町江原新町字遠部（遺跡） 70………………………………………………

34．下総東葛飾郡二川村桐ケ作下原遺跡 70………………………………………………………

35．下総千葉県姥山貝塚（住居・貝塚） 70………………………………………………………

36．下総千葉県東葛飾郡曽谷村イゴ塚貝塚 70……………………………………………………

37．下総東葛飾郡曽谷貝塚（人骨） 70……………………………………………………………

38．小浦洞窟遺跡（千葉県夷隅郡） 70……………………………………………………………

39．武蔵国南多摩郡 70…………………………………………………………………………………

40．武蔵・横浜菊名町 70………………………………………………………………………………

41．下総千葉県東葛飾郡須和田遺跡出土 70………………………………………………………

42．志村小豆沢貝塚 70…………………………………………………………………………………

43．武蔵北葛飾郡宝珠花村西親野神明耕地遺跡 70………………………………………………

Ⅱ- 縄文（近畿・中国）

１．兵庫県川辺郡加茂村大字上加茂（玉類） 70…………………………………………………

２．＊状石製品（玉飾） 70……………………………………………………………………………
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３．京都北白川発見土器 70……………………………………………………………………………

４．大和南葛城郡吐田郷村長柄出土品（銅鐸） 70………………………………………………

５．河内国府遺跡（弥生式土器及び出土状態） 70………………………………………………

６．国府小字藤ノ木（縄文式土器） 70……………………………………………………………

７．摂津国川辺郡川西村大字加茂（弥生式土器片） 70…………………………………………

８．河内国府第３号発掘地（土器） 70……………………………………………………………

９．大和唐古遺跡出土品（弥生式土器・木器） 70………………………………………………

10．大和国 新沢？ 70…………………………………………………………………………………

11．中西大嶋村津久雲貝塚 71…………………………………………………………………………

12．津雲貝塚の貝類 71…………………………………………………………………………………

13．津雲貝塚（土器） 71………………………………………………………………………………

14．備後沼隈郡・深安郡下貝塚出土品（縄文式土器・石器） 71……………………………

15．備中津雲貝塚 71……………………………………………………………………………………

16．備前岡山県児島郡粒江村船元同貝塚（土器） 71……………………………………………

17．伯耆東伯郡社村大字大谷出土品（弥生式土器） 71…………………………………………

18．伯耆？ 71……………………………………………………………………………………………

19．鳥取県岩美郡中郷村浜抜下院発見 71…………………………………………………………
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箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

１ １ 宮城県 宮城県牡鹿郡稲井村沼津貝塚出土 骨角器 絵葉書

１ １ ／ 獺沢・細浦・修生院・中沢浜・真名出土 表 骨角器 写真

１ １ ／ 獺沢・細浦・修生院・中沢浜・真名出土 裏 骨角器 写真

１ １ ／ 中沢浜・真名・修生院出土 骨角器 写真

１ １ ／ 大洞貝塚出土 骨角器 写真

１ １ 宮城県 宮城県石巻市南境出土骨剣 毛利氏蔵 骨角器 写真

１ １ 岩手県 蛸之浦出土 骨角器 写真

１ １ 岩手県 蛸之浦出土 骨角器 写真

１ １ 岩手県 蛸之浦出土 骨角器 写真

１ ２ 新潟県 新潟県西頸城郡小滝村翡翠原産地 その他 写真

１ ２ 新潟県 小滝川翡翠原産地（指定地) S31.８（寺村氏） その他 写真

１ ２ 新潟県 小滝川翡翠原産地（指定地) S31.８（寺村氏） その他 写真

１ ２ 新潟県 南小谷付近より姫川上流 S26.５.６ その他 写真

１ ２ 新潟県
小滝川 戸土橋付近 S25.６.９ 西頸城郡今井村にて

S25.６.11
その他 写真

１ ２ 新潟県
北安曇郡南小谷村黒川 S25.６.８ 西頸城郡青海町付

近出土 S25.６.1２

装身具・

石製品
写真

１ ２ 新潟県 新潟県長者ヶ原出土（糸魚川高校蔵） 土器・石製品 写真

１ ２ 新潟県 新潟県西頸城郡小瀧村字小瀧 その他 地図

１ ３ 岐阜県 岐阜県吉城郡古川町大字土町発見有孔土器 土器 写真

１ ３ 富山県
富山県中新川郡名地出土玉類・長者ケ原硬玉製品 S35.

12.15 寺村氏撮影
装身具 写真

１ ３ 長野県 長野県新野芳洞 他 石製品 写真

１ ３ ／ 極楽寺出土 玉 装身具 写真

１ ３ ／ 極楽寺出土 玉 装身具 写真

１ ３ ／ 極楽寺出土 玉 装身具 写真

１ ３ ／ 油面・奥沢出土玉 堀田氏蔵 装身具 写真

１ ３ 岐阜県 岐阜県加茂郡古井村古井石坂 他 石製品 写真

１ ３ 岐阜県 岐阜県加茂郡古井村古井石坂 他 石製品 写真

１ ３ 岐阜県 栃木県那須郡各地発見硬玉有孔玉器 石製品 写真

１ ３ 栃木県 栃木県那須郡湯津上村大字湯津上発見斧型石器 石器 写真

１ ３ 福島県 福島県出土 S26.９.29・埼玉県川越出土 S34.１.６ 石製品 写真

１ ３ 千葉県 千葉県余山貝塚出土 石製品 写真

１ ３ 長野県 長野県浅間温泉主人小林氏旧蔵 出土地不明 石製品 写真

１ ３ 群馬県 群馬県群馬郡室田町大字下室田町発掘有孔石器 石器 写真

１ ３ ／ 彫刻石製品・土製品 S28 明治大学蔵
石製品・

土製品
絵葉書

１ ３ 東京都 国分寺町多喜窪出土玉類 装身具 写真

１ ３ 長野県 信濃上伊那郡出土 他 石製品 写真

１ ３ ／ 装身具 上羽貞幸蔵 石製品 写真

１ ３ ／ 有孔石器 林魁一氏蔵 石器 写真

１ ３ 千葉県 上総国門前貝塚出土 他 石製品 写真

１ ３ 岐阜県 装飾類石器（裏表）大野郡白川村木谷出土 石器 写真

１ ３ ／ 師岡・馬場採集の滑石製勾玉 吉沢賢吾氏蔵 装身具 実測図

１ ３ 富山県 富山県氷見郡久目村池田 S24.３実測 石製品 実測図

１ ３
東京都・

鹿児島県
東京都中目黒油面出土・鹿児島県和気神社境内出土 石製品 実測図

１ ３ 富山県 富山県氷見郡久目村出土石製品 石製品 実測図

１ ４ 千葉県 千葉県海上郡海上村余山出土 他 装身具 写真

１ ４ ／ 装身具 上羽貞幸氏蔵 装身具 写真

１ ４
東京都・

埼玉県

神宮外苑出土土製耳飾・埼玉県川口市石神貝塚滑車型土

製耳飾
装身具 写真

１ ４ 埼玉県 南埼玉郡柏崎村真福寺出土 中澤澄男氏蔵 土偶 写真

１ ４ ／ 石器時代臼型耳飾 装身具 写真

１ ４ ／ 土製耳飾 装身具 写真

１ ４ ／ 土製品 土製品 写真・拓本

１ ４ 埼玉県 埼玉県北足立郡安行村猿貝貝塚発見耳飾 装身具 実測図

１ ４ ／ 滑車形耳飾 装身具 写真

１ ５ 千葉県 千葉県余山貝塚発見品 骨角器 写真

１ ５ 宮城県 宮城県沼津貝塚出土骨角器 骨角器 写真

１ ５ 北海道 北海道礼文島 池之坂及上方神発見 骨角器 写真・絵葉書

縄
文
時
代
編

資
料
目
録
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箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

１ ５ 岩手県
岩手県気仙郡末崎村字細浦発掘 Ｔ７.９ 松陰堂珍蔵

他
骨角器 絵葉書

１ ５ 北海道 樺太江ノ浦貝塚他出土 骨角器 写真

１ ５ ／ 修生院他出土 骨角器 写真

１ ５ ／ オソ沢他出土 骨角器 写真

１ ５ ／ 骨角牙製品 骨角器 実測図

１ ５ 宮城県
骨角器 (1)陸前毛利總七郎遠藤源七両氏所蔵 『考古図

集』第六
骨角器 図版

１ ５ 宮城県
骨角器 (2)陸前毛利總七郎遠藤源七両氏所蔵 『考古図

集』第六
骨角器 図版

１ ５ 宮城県
骨製釣針 陸前毛利總七郎遠藤源七両氏所蔵 『考古図

集』第六
骨角器 図版

１ ５

茨城県・

宮城県・

北海道・

千葉県

骨器 常陸国上高津・陸前国小友村・石狩国札幌付近・

下総国六通貝塚・番人貝塚発見 『日本考古資料写真集』
骨角器 図版

１ ５ 宮城県 陸前沼津貝塚発見骨角器 高橋博士『考古図聚』 骨角器 図版

１ ５ 神奈川県 神奈川県下末吉発見 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 姥山発見 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ５ 千葉県 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ５ ／ 関西大学考古学資料絵葉書 骨角器 骨角器 絵葉書

１ ６ 千葉県 下末吉貝塚発見 骨角器 写真

１ ６ 千葉県 下末吉貝塚発見 骨角器 実測図

１ ６ ／ 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ６ ／ 骨角器実測図 骨角器 実測図

１ ６ 千葉県 三河稲荷山・下末吉発見 骨角器 写真・実測図

１ ６ 東京都 神宮外苑出土 鹿角製品 石器時代 骨角器 絵葉書

１ ６
青森県・

岡山県

陸奥国西津軽郡亀ヶ岡発見角器・備中浅口郡津雲貝塚発

見装身具
骨角器 絵葉書

１ ６
青森県・

千葉県

陸奥国亀ヶ岡発見・下総国余山貝塚・長者山貝塚発見角

器 『日本考古資料写真集』
骨角器 図版

１ ６ ／ 骨針及角針 江見水蔭氏採集 骨角器 図版

１ ６ ／
骨角器 東北帝國大學理學部及下郷共済会所蔵 『考古

図集』第３
骨角器 図版

１ ６
北海道・

宮城県

骨器 樺太ススヤ貝塚、陸前宮戸島発掘 『原始文様集』

ノ十
骨角器 図版

１ ６ 宮城県 陸前宮戸島発掘か？ 骨角器 図版切抜

１ ６ ／
骨角器 東北帝國大學及斎藤養次郎、上羽貞幸氏所蔵

『原始文様集』十輯
骨角器 図版

１ ６ ／ 骨器 東京帝室博物館及侯爵徳川頼倫氏所蔵 骨角器 図版

１ ６ ／
骨器 東京帝室博物館及侯爵徳川頼倫氏所蔵 『原始文

様集』ノ十
骨角器 図版

１ ６ 宮城県
骨角器及耳飾 陸前毛利總七郎遠藤源七両氏所蔵 『考

古図集』第六
骨角器 図版

１ ６ 宮城県
骨角器及耳飾 陸前毛利總七郎遠藤源七両氏所蔵 『考

古図集』第六
骨角器 図版

１ ６ ／ 腰飾 『考古図集』第二 骨角器 図版

１ ６ 宮城県
陸前宮戸島里浜貝塚発掘遺物 高島多米治氏蔵 『日本

遺蹟遺物図譜』第二輯
骨角器 図版

１ ７
千葉県・

茨城県

千葉県海上郡海上村余山貝塚発見、茨城県新治郡中家村

大字上高津発見貝輪 『日本考古資料写真集』
貝製品 図版

１ ７ 千葉県 千葉県東葛飾郡葛飾村古作貝塚 貝製品 絵葉書

１ ７

愛知県・

千葉県・

神奈川県

愛知県小坂井貝塚・千葉県余山貝塚・神奈川県下末吉貝

塚
貝製品 写真・絵葉書

１ ７ ／ 南洋 土人風俗 貝製品 写真

１ ８ 青森県 青森県是川村石器時代遺跡発見木製品 木製品 図版切抜

１ ８ 青森県 青森県是川村石器時代遺跡発見木製品 木製品 図版切抜

縄
文
時
代
編

資
料
目
録

－ －25



箱No. 封筒No. 都道府県 遺跡名･所蔵者･日付け等 種別 記録形式

１ ８ 青森県 青森県是川村石器時代遺跡発見木製品 木製品 図版切抜

１ ８ 青森県 青森県是川出土木器類 木製品 実測図

１ ８ ／ 『史前学雑誌』２-４号 木製品 メモ

１ ９ 千葉県
山武郡横芝町高谷川畔出土漆塗櫛 慶応義塾大学文学部

蔵
木製品 絵葉書

１ 10 千葉県

鷲谷渡船場の刳舟・岩井将門神社刳舟・滝前八幡社の刳

舟・高野山最勝院の刳舟・千葉県手賀沼の獨木舟・高野

山のゑぐりぶね

木製品
写真・

新聞切抜

１ 10 新潟県 獨木舟北蒲原郡亀代村次第浜出土 木製品 絵葉書

１ 10 山梨県 西湖底発見 木製品 写真・実測図

１ 10 長野県 木崎湖刳舟・青木湖平底舟 木製品 図版

１ 10 ／ 独木舟 木製品 図版切抜

１ 10 埼玉県 埼玉県南埼玉郡和土村独木舟 S27.６.29 木製品 写真

２ １ 神奈川県 都築郡新治村字下猿山小字平台発見土偶 土偶 スケッチ

２ １ 神奈川県 東山貝塚出土（国立博物館蔵）・下末吉貝塚出土 土偶 写真

２ １ 埼玉県 埼玉県石神貝塚出土木兎土偶 土偶 絵葉書

２ １ 神奈川県 横浜市根岸坂の台貝塚、発見地不詳 土偶 写真

２ １ 岐阜県 岐阜県古井村下古井発見 林魁一氏蔵 土偶 写真

２ １ 千葉県 千葉県東葛飾郡手賀村岩井貝塚出土 土偶 写真

２ １

千葉県・

埼玉県・

茨城県

千葉県印幡郡臼井町江原台・埼玉県北足立郡安行村猿

貝・茨城県北相馬郡立木貝塚
土偶 絵葉書

２ １ 茨城県 茨城県那珂郡東海村平原貝塚出土 土偶 写真

２ １
茨城県・

千葉県
茨城県高井・椎塚出土・千葉県余山・岩坪出土 土偶 絵葉書

２ １ 茨城県 下総新宿 染谷氏蔵 土偶 写真・拓本

２ １
茨城県・

千葉県
茨城県寺内貝塚・大野氏蔵・千葉県立木貝塚 土偶 絵葉書

２ １ 千葉県 千葉県六通貝塚・平山貝塚発見 東京国立博物館蔵 土偶 図版

２ １ 千葉県 千葉県六通貝塚・平山貝塚発見 東京国立博物館蔵 土偶 図版

２ １ ／ 石器時代土偶 東京国立博物館蔵 土偶 図版

２ １ ／ 石器時代土偶 上羽貞幸氏蔵 土偶 図版

２ １ ／ 石器時代土偶 上羽貞幸氏蔵 土偶 図版

２ １ ／ 石器時代土偶頭部 東京国立博物館蔵 土偶 図版

２ １ ／ みみずく形土偶 土偶 図版

２ １ 千葉県 余山 土偶 写真

２ １ ／ アヤベ カ 土偶 実測図

２ ２
長野県・

青森県

長野県諏訪郡豊平村広見・青森県中津軽郡裾野村十腰内

人類学教室蔵（写真）
土偶 絵葉書

２ ２ ／ 楢原 土偶
写真・

スケッチ

２ ２ 長野県 長野県丸子町中丸子開土出土 S42.７.29 中村氏蔵 土偶 写真

２ ２ 神奈川県 神奈川県足柄下郡真鶴町出土 土偶頭部 S24.３ 土偶 写真・実測図

２ ２ ／ 石器時代土偶 東京国立博物館蔵 土偶 図版

２ ２ 富山県 富山県婦負郡細入村片発見 早川荘作氏蔵 土偶 拓本

２ ２ 福島県 田村郡大越字山口出土 土偶 実測図

２ ２ ／ 土偶 土偶 図版切抜

２ ３ 東京都 神宮外苑出土 土製猪 土製品 絵葉書

２ ３ 福島県 福島県信夫郡飯坂町出土 猪の土偶 土製品 図版切抜

２ ３ 茨城県 茨城県・東海出土 土製品 絵葉書

２ ３
青森県・

宮城県

青森県中津軽郡裾野村十面沢 人類学教室蔵 宮城県伊

具郡丸森町大内岩ノ入
土製品

絵葉書・

図版切抜

２ ３ 神奈川県
下沼部貝塚出土昆虫形土製品 東京国立博物館蔵・國學

院大学考古学資料館蔵
土製品 写真

２ ３ 熊本県 熊本県菊池郡三万田出土 富田紘一氏蔵 土製品 写真

２ ３ 長野県 長野県下諏訪町出土土製品 土製品 写真

２ ３ ／ 土製猿 土製品 図版切抜

２ ３ ／ 石器・土製品 土製品 図版切抜

２ ３ 岩手県 岩手県八木沢付近 土製品 実測図

２ ３ 福島県 福島県信夫郡下飯坂町小川字穴田 土製品 実測図

２ ３ 熊本県 熊本県三万田出土 富田紘一氏蔵 S39.６.９ 椙山氏 土製品 実測図
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２ ３ ／ 土製品 土製品 実測図

２ ４ 千葉県 千葉県岩井貝塚 土製品 写真

２ ４ ／ 土版・岩版・馬歯・魚版 小西宗吉氏蔵 土製品 絵葉書

２ ４ 茨城県 茨城県猿島郡弓馬田村駒寄 人類学教室蔵 土製品 絵葉書

２ ４ 茨城県
茨城県結城郡上川村矢畑発見土偶 中沢澄男氏蔵 『考

古図集』７
土製品 図版

２ ４
宮城県・

千葉県
陸前上郷村・獺沢貝塚 千葉県幸見村

土製品・

石製品
絵葉書

２ ４ 秋田県 秋田県鹿角郡小坂町寺沢遺跡出土岩版 石製品 絵葉書

２ ４

宮城県・

秋田県・

北海道

宮城県前谷地村宝ケ峯・秋田県沢口村藤株 杉山氏蔵

北海道後島国湯ノ川村 馬場修氏蔵
土製品・土偶 絵葉書

２ ４ 茨城県 茨城県稲敷郡阿波村大杉神社近傍貝塚発見 土製品 写真

２ ４ 群馬県 群馬県新田郡世良田半岡出土 石製品 写真

２ ４ 群馬県 群馬県新田郡世良田半岡出土 石製品 写真

２ ４ 千葉県
千葉県東葛飾郡川間村大字東倉野井発見土版 『日本考

古資料写真集』21版
土製品 図版

２ ４ 青森県 青森県八戸付近発見 石製品 写真

２ ４

東京都・

秋田県・

茨城県

東京都西原・秋田県麻生上ノ山・茨城県弓馬田村駒木台

『博物館年報』昭和２年度

土製品・

石製品
図版

２ ４ 神奈川県 下沼部出土
土製品・

骨角器
写真

２ ４ 東京都 府下南多摩郡綾部 土製品 実測図・拓本

２ ４ ／ 土版 『原始文様集』12 土製品 図版

２ ４ ／ 岩版 『原始文様集』10 石製品 図版

２ ４ ／ 図版切抜 土製品 図版切抜

２ ４ 群馬県 上野国佐波郡半岡村本郷出土 石製品 拓本

２ ４ 埼玉県 安行猿見貝塚 土製品 拓本

２ ４ 群馬県 高崎市石原指出発見 石製品 拓本・写真

２ ４ 青森県 青森県二戸郡金田一村舌崎 石製品 拓本

２ ４ 岡山県 津雲貝塚発見 土版 Ｓ23.４.20 土製品 拓本

２ ４ 新潟県 新潟県三島郡 土製品 拓本

２ ４ 群馬県 半岡村本郷出土 石製品 写真

２ ４ 群馬県 半岡村本郷出土 石製品 写真

２ ５ 東京都
東京都八王子市川口町宮田出土 S43.８浅田氏より

乳児を抱く土偶
土偶 写真

２ ５ ／ メモ その他 メモ

２ ６ 福島県 福島市鎌田字天神平出土 土製品 実測図

２ ６ 秋田県 秋田県北秋田郡七座村大字麻生発見 土製品 図版

２ ６ ／ 土面 土製品 写真

２ ７ 静岡県
静岡県榛原郡中川原村出土（新たに国有になった発掘品

特別展覧会）S30
土偶 絵葉書

２ ７ 青森県 青森県西津軽郡館岡村亀ヶ岡出土 明治大学蔵 S38 土偶 絵葉書

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県 青森県三戸町名久井 松島氏より S37.４.23 土偶 写真

２ ７ 青森県
青森県中津軽郡裾野村十腰内・武蔵国荏原郡目黒町上目

黒 人類学教室蔵
土偶 絵葉書

２ ７ 北海道 北海道室蘭市絵鞆発見 土偶 図版

２ ７
岩手県・

福島県

陸中国九戸郡軽米村軽米・福島県双葉郡幾代橋村百間沢

人類学教室蔵
土偶 絵葉書

２ ７ 東京都 南埼玉郡柏崎村大字真福寺字谷頭 陸奥式土偶 土偶 図版

２ ７ 秋田県 秋田県北秋田郡七座村大字麻生発見 土偶 写真

２ ７
岩手県・

秋田県

頭部：岩手県北上市在黒岩村 脚：秋田県雄勝郡稲庭在

落合村
土偶 写真

２ ７ 岩手県 岩手県二戸郡金田一村雨滝遺跡 土偶 絵葉書

２ ７ 秋田県 秋田県雄勝郡稲庭在小沢出土 土偶 写真
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２ ７
岩手県・

青森県

陸中アイノ沢・陸奥国野辺地村・上郷村（杉山氏蔵）・陸

奥国亀ガ岡 有坂氏蔵
土偶 絵葉書

２ ７ 北海道 北海道室蘭絵鞆発見土偶 土偶 絵葉書

２ ７ ／ 土偶 鈴木豊之助氏蔵 『考古図集』 土偶 図版

２ ７ ／ 土偶・岩板 東京国立博物館蔵 『考古図集』 土偶・石製品 図版

２ ７ ／ 土偶 東京国立博物館蔵 『考古図集』 土偶 図版

２ ７ ／ 土偶首 東京国立博物館蔵 『考古図集』 土偶 図版

２ ７ ／ 土偶 『考古図集』 土偶 図版

２ ７
青森県・

秋田県
青森県南津軽郡碇関村古県字山元無沢・北秋田郡麻生 土偶 絵葉書

２ ７
千葉県・

青森県

千葉県千葉郡六通貝塚発見・青森県西津軽郡館岡村亀岡

出土 東京国立博物館蔵
土偶 図版

２ ７ 岩手県 狐禅寺出土土偶 土偶 拓本

２ ７ 岩手県 狐禅寺出土土偶 土偶 拓本

２ ７ 岩手県 岩手県和賀郡更木村大字更木発掘 土偶 図版

２ ７

岩手県・

青森県・

秋田県

岩手県二戸郡・青森県西津軽郡森田村貝塚・羽後国発見 土偶 図版

２ ７ 青森県 青森県西津軽郡館岡村亀ガ岡発見土偶 久原房之助蔵 土偶 図版

２ ７ 青森県 青森県西津軽郡館岡村亀ガ岡発見土偶首 久原房之助蔵 土偶 図版

２ ７ 宮城県 陸前 毛利総七郎・遠藤源七両氏所蔵 土偶 図版

２ ７ 宮城県 陸前 毛利総七郎・遠藤源七両氏所蔵 土偶 図版

２ ７ 宮城県 陸前 毛利総七郎・遠藤源七両氏所蔵 土偶 図版

２ ７ 福島県 伊達郡大枝村東大枝出土 土偶 実測図

２ ８ ／ スタンプ形土製品 土製品 写真

２ ８ ／ 土偶 土偶 写真

２ ８ ／ 土偶 土偶 写真

２ ８ ／ 土匙・土製品 土製品 写真

２ ８ ／ 土面・四頭雷斧 土製品 写真

２ ８ ／ 土偶 土偶 写真

２ ８ ／ 注口土器 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土器 写真

２ ８ ／ 香炉形土器 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土器 写真

２ ８ ／ 壺形土器 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土器 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 土面・土偶 松山藤吉氏撮影分（封筒入り） 土偶・土製品 写真

２ ８ ／ 出土地名表 その他 表

２ ８ ／ 出土地名表 その他 表

２ ８ ／ 書簡下書き 近江昌司氏あて その他 メモ

２ ９
秋田県・

岩手県

秋田県雄勝郡稲庭村落合・稲庭村在小沢出土・岩手県北

上市黒岩村
土偶 写真

２ ９ ／ 葦牙書房図版用版下 土偶 版下

２ ９ ／ ハート型土偶 土偶 図版

２ ９ 三重県 日下部町八日市場土偶写真 土偶 写真

２ ９ 三重県 日下部町八日市場土偶写真 土偶 写真

２ ９ 三重県 日下部町八日市場土偶写真 土偶 写真

２ ９ 三重県 日下部町八日市場土偶写真 土偶 写真

２ ９ 秋田県 秋田県雄勝郡稲庭村落合出土 土偶 写真

２ ９ 岩手県 岩手県北上市黒岩村出土 土偶 写真

２ ９ 秋田県 稲庭在小沢出土 土偶 写真

２ ９ ／ 小坂井宝生神社内 土偶 写真

２ ９ 茨城県 茨城県蜆塚貝塚出土 S25.11.13 土偶 写真

２ ９ 神奈川県 下沼部貝塚出土 S24.３ 國學院大学考古学資料館蔵 土偶 写真
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２ ９ 新潟県 三宮貝塚 土偶 写真

２ ９ ／ 相塚貝塚出土 S24.３ 國學院大学考古学資料館蔵 土偶 写真

２ ９ ／ 土面 土面 写真

２ ９ ／ 土偶 土偶 写真

２ ９ ／ 土偶 土偶 写真

２ ９ ／ 土偶 土偶 写真

２ ９ 神奈川県 神奈川県足柄下郡真鶴町釈迦堂出土土偶 土偶 実測図

２ ９ ／ 鳴尾遺跡土偶 神村透氏より 土偶 絵葉書

２ ９ 栃木県 栃木県河内郡雀宮村針谷出土土偶 神林淳雄氏より 土偶 絵葉書

２ ９ 愛知県 一宮市馬見塚遺跡Ｆ地点出土土偶 岩野見司 土偶 絵葉書

３ １ ／ 図版版下 土偶 版下

３ １ ／ 図版版下 土偶 版下

３ １ 福島県 伊達郡大枝村東大枝 S24.７.18 土偶 写真

３ １ 福島県 飯坂町穴田・福島市鎌田 S24.７.18 土偶 写真

３ １ 栃木県 栃木県那須町野川牧場出土 土偶・石棒 写真

３ ２ ／ 人類学写真集 日本石器時代土偶ノ部 土偶 写真

３ ３ ／ 土版 土製品 図版切抜

３ ３ 福島県 福島県各地発見土偶 延寿寺蔵 S24.７.17 土偶 写真

３ ３ 愛知県 愛知県知多郡敷島村大字津久田他 土偶 写真

３ ３ ／ ベルリン博物館所蔵 土偶 図版

３ ３
青森県・

千葉県

亀ヶ岡・中家村・余山・佐倉川・世良田村・小文間村出

土
土偶 絵葉書

３ ３ 岩手県 岩手県種市町出土土偶 土偶 図版切抜

３ ３ ／
石器時代土偶分布略図 土偶土版展覧会記念絵葉書台紙

S10.２.16
土偶 図版

３ ３ 青森県 亀ヶ岡遮光器土偶 土偶 図版切抜

３ ３ ／ ベルリン博物館所蔵土偶 土偶 図版

３ ３ ／ 蹲踞姿土偶・土偶形容器 土偶 図版

３ ３ 埼玉県 北足立郡貝塚村 土偶 実測図

３ ３ 長崎県
長崎県南高木郡北有馬村原山第２支石墓群出土 S36.

５.２
土偶 実測図

３ ３ 青森県
陸奥亀岡ニテ獲土偶 『人誌』一ノ二号（貝塚より出土土

偶の考）
土偶 実測図

３ ４ ／ 土偶集成図集 土偶

写真・拓本・

実測図・スケ

ッチ・絵葉書

・図版切抜

３ ５ ／ 土版集成図集 土製品
スケッチ・実

測図

３ ６ ／ 土面集成図集 土製品 スケッチ

３ ６ ／ 石偶集成図集 石偶 スケッチ

３ ７ ／ 土器図集（人面のあるもの） 土器 スケッチ

３ ８ ／ 土版と土偶 土偶・土製品 スケッチ

３ ８ ／ 外国の土偶 土偶 スケッチ

３ ８ ／ 土偶の結髪 土偶 スケッチ

３ ９ ／ 土製品 土製品 スケッチ

３ ９ ／ 絵画 その他 スケッチ

３ ９ ／ 土・石・骨製品
土製品・石製

品・骨角器
スケッチ

３ 10 ／ 把手 土器
写真・

スケッチ

４ １
千葉県・

秋田県
千葉県千葉郡貝塚・秋田県南秋田郡寺内村発見品 石製品 図版

４ １
奈良県・

神奈川県

奈良県高市郡新沢村大字 前川茂作氏蔵・武蔵下末吉発

見
石製品 絵葉書・写真

４ １ 奈良県
奈良県磯城郡三輪町他発見 玉砥 國學院大学考古学資

料館蔵
石製品 絵葉書

４ １ ／ 石錘実測図 第五図 網のおもり 石製品 実測図

４ １ ／ 砥石 石製品 写真

４ １ 千葉県 千葉市猪鼻所在石器時代砥石 石製品 写真

４ ２ 富山県 富山県高岡市中川発見 石冠・石器 絵葉書・写真
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４ ２
青森県・

北海道
青森県三戸郡八戸町・北海道函館湾口・他 石冠・石器 絵葉書・写真

４ ２ 岐阜県 岐阜県大野郡白河村木谷出土・吉城郡坂下村田打保出土 石冠・石器 写真

４ ２ 岐阜県 石冠 吉城郡坂下村他 石冠・石器 写真

４ ２ 岐阜県 岐阜県加茂市加茂村・武蔵秩父 石冠・石器 写真

４ ２ 静岡県 静岡県庵原郡由比町阿僧 久保田菊太郎氏蔵 石冠・石器 写真・実測図

４ ２ ／ 三反田出土 石冠・石器 写真

４ ２ 福井県
装飾石器 福井県坂井郡木部村大字木部発見 京都大学

文学部蔵
石冠・石器 図版

４ ２ 新潟県
装飾石器 新潟県東礪波郡平村大字田向発見 『原始文

様集』
石冠・石器 図版

４ ２ 石川県 石川県鹿島郡能登村郷社能登部神社出土 石冠・石器 実測図

４ ２ ／ 大垣内遺跡出土御物石器 石冠・石器 絵葉書

４ ３
青森県・

北海道
青森県下北郡滝ノ沢村・北海道函館 磨製石斧 石器 図版

４ ３ 熊本県 熊本県下出土磨製石斧 石器 写真

４ ３ 千葉県 千葉県八日市場発見石斧・大野市平氏蔵 石器
写真・スケッ

チ

４ ３ 静岡県 静岡県下出土石斧・石鏃・他 石器 写真

４ ３ ／ 各地発見小型磨製石斧 石器 写真

４ ３ 神奈川県 神奈川県横浜市根岸発見石斧 他 石器 図版

４ ３
埼玉県・

北海道
埼玉県比企郡出土他 磨製石斧、北海道未製石斧 石器 絵葉書

４ ３ ／ 出土地不明 打製石斧 石器 写真

４ ３ ／ 出土地不明 打製石斧 石器 写真

４ ３ ／ 出土地不明 打製石斧 石器 写真

４ ３ 静岡県 錦田村玉沢字奥山出土石斧・三島神社宝物館蔵 石器 実測図

４ ３

栃木県・

長野県・

東京都

宇都宮・信濃伊那郡・東筑摩郡・武蔵南多摩郡 石斧 石器 絵葉書

４ ３ 東京都 武蔵西ヶ原 川島採集・加山画 石斧 石器 スケッチ

４ ３ ／ 玉川神社境内出土石斧 天川神社蔵 石器 写真

４ ３ ／ 石斧 石器 写真

４ ３ 神奈川県 下末吉貝塚 石斧 石器 スケッチ

４ ３ 熊本県 熊本県杵島山 石斧 石器 スケッチ

４ ３ ／ 出所不明 石斧 木村昌司氏 石器 実測図・拓本

４ ３ ／ 真水井附近 石斧 石器 実測図

４ ４ ／ クウインスランド土人の石器製作 石器 図版・解説

４ ５ 東京都 拝島町竜津寺出土石棒 石棒 写真

４ ５

東京都・

富山県・

新潟県・

栃木県・

岐阜県

東京都青梅・富山県大境洞窟・新潟県田沢村桂地・下野

伊王野村・飛驒長瀬古子 各地出土
石棒 絵葉書

４ ５ 岐阜県 高山市大名田町江名字泉水出土石棒 石棒 写真

４ ５
山梨県・

長野県

山梨県中巨摩郡平林村字向・後志国古平郡・長野県東筑

摩郡塩尻発見の石棒
石棒 図版

４ ５ ／ 石川貝塚出土石棒 石棒 写真

４ ５ ／ 出土地不明石棒 大石氏・殿岡氏・千頭小学校蔵 石棒 写真

４ ５ 千葉県 千葉県君津郡城岡村葭ケ作貝塚付近出土石棒 石棒 写真

４ ５ 新潟県 故中野完一氏蔵品 新潟県西頚城郡内 石棒 写真

４ ５ ／ 石棒 石棒 写真

４ ５ 静岡県 静岡県榛原郡川崎町勝俣出土石斧・石剣 石器・石剣 写真・実測図

４ ５
山形県・

秋田県
山形・秋田県境 及位村横穴発見（S３）石棒 石棒 写真

４ ５

千葉県・

岩手県・

秋田県・

茨城県・

山梨県・

群馬県・

埼玉県

千葉県印旛郡・岩手県沼宮内・秋田県・茨城県新治郡石

川・山梨県平林村・上野轟・埼玉県大宮氷川神社裏発見

石棒

石棒 絵葉書
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４ ５ 千葉県 千葉県結海前貝塚出土石棒 丸山寛一郎氏蔵 石棒 実測図

４ ５ 茨城県 茨城県蜆塚出土石棒 S25.11.13 石棒 写真

４ ５ ／ 斉藤長麿氏邸内出土石棒 石棒 写真

４ ５ 千葉県 千葉県城国村小学校内出土石棒 石棒 写真

４ ５ ／ 石器時代遺物石製品 石製品 図版

４ ５ ／ 石棒 上羽貞幸氏蔵 東京帝室博物館蔵 石棒 図版

４ ５ 広島県 広島県芦品郡新市町中戸手発見石棒 石棒 絵葉書

４ ５ ／ 松島藤吉氏より 石棒写真１枚在中 石棒 書簡・写真

４ ６ ／ 石臼 石器 写真

４ ６ 東京都
東秋留村平沢出土石皿・磨石・五日市網代・多西村草花・

小宮神社裏凹石
石器 写真

４ ６ 東京都 南多摩郡日野東光寺出土 石皿・敲石 石器 写真

４ ６ 東京都 武蔵国北豊島郡滝野川町西ケ原出土 凹石 石器 絵葉書

４ ６ 愛知県 尾張浅野出土 磨石 石器 絵葉書

４ ６ ／ 第七図 石皿・石杵・敲石・磨石 石器 スケッチ

４ ６
北海道・

茨城県
北海道発見砥石、茨城県新治郡藤澤村大字藤澤発見石皿 石器 絵葉書

４ ７ 岐阜県 吉城郡上宝村蔵柱出土環状石斧、高山町神通寺蔵 石器 写真

４ ７ 岐阜県 岐阜県益田郡朝日村青屋出土六頭石斧 石器 写真

４ ７ 神奈川県
神奈川県中郡神田村大字大神発見環石、東京国立博物館

蔵
石器 図版

４ ７

長野県・

千葉県・

東京都

長野県東筑摩郡塩尻・千葉県香取郡栗源・東京都東村山

市廻田 各地出土独鈷石
石器 絵葉書

４ ７ 東京都 武蔵箕輪 他発見独鈷石 石器 写真・実測図

４ ７ 神奈川県 下沼部・十腰内・森田村出土独鈷石 石器 写真

４ ７ 群馬県 群馬県山田郡川内村須永字千網谷戸出土独鈷石 石器 写真

４ ７ 岐阜県
岐阜県益田郡竹原村・朝日村・大野郡大八賀村他 独鈷

石
石器 写真

４ ７

秋田県・

茨城県・

岩手県

秋田県雄勝郡西馬音内・茨城県新治郡上高沢・岩手県西

磐井郡高家内他出土独鈷石
石器 絵葉書

４ ７
神奈川県･

茨城県
神奈川県中郡神田村・茨城県新治郡中家村発見環石 石器 絵葉書

４ ７ 岩手県
岩手県東磐井郡黄海村・西磐井郡衣川村発見独鈷石 東

京国立博物館蔵
石器 図版

４ ７ 静岡県 静岡県榛原郡川崎町勝俣出土独鈷石 石器 写真・実測図

４ ８
青森県・

福島県

縄文文化石器類 青龍刀石器・独鈷石・石棒・鋸型異形

石器他,青森県・福島県出土 慶応大学蔵
石器 絵葉書

４ ８

青森県・

秋田県・

宮城県

青森県亀ガ岡・秋田県麻生・宮城県笠島出土石器 石鏃・

石錐・石匙 東北大学文学部蔵
石器 絵葉書

４ ８ ／ 石器各種 石器 写真

４ ８ ／ 石器各種 石器 写真

４ ８ ／ 石棒・石鏃・石鋸 上羽貞幸氏蔵 石器 図版

４ ８ ／ スタンプ状石器 石器 写真

４ ８ ／ 勾玉・石槍他 石器・石製品 写真

４ ８ ／ 石器各種実測図 石器 図版

４ ８
岩手県・

新潟県
岩手県気仙郡上有知村・新潟県出土打製石斧 石器 実測図

４ ８ ／ 石器写真 石器 写真

４ ８ 静岡県 静岡県三島町練倉北ノ入出土石器 石器 写真

４ ８ 静岡県 静岡県三島町練倉反畑出土石器 石器 写真

４ ８ ／ 各種石器 石器 写真

４ ８ 宮城県 宮城県桃生郡小野村川下出土 石器 図版

４ ８ ／ 立正大学考古学会遺品絵葉書第１輯 石器 絵葉書

４ ９ ／ 石槍・石鏃 石器 写真

４ ９
広島県・

岡山県

広島県・岡山県出土石匙 府中高校博物館絵葉書 S37.

９
石器 絵葉書

４ ９
北海道・

秋田県

北海道・秋田県南秋田郡田中村出土 石錐・石小刀 東

京国立博物館蔵
石器 図版
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４ ９ ／ 漁撈具 上羽貞幸氏蔵 石器 図版

４ ９
青森県・

福島県

青森県南津軽郡・福島県郡山市・青森県中津軽郡出土石

匙 東京国立博物館蔵
石器 図版

４ ９
石川県・

岩手県
石川県河北郡大根布・岩手県気仙郡大船渡 松陰堂珍蔵 石器 絵葉書

４ ９

群馬県・

秋田県・

福島県・

長野県・

栃木県・

北海道

上野・羽後・岩城・信濃・下野・北海道他各地出土 石

鏃
石器 絵葉書

４ ９ 山口県 山口県熊毛郡平生町出土 弘津金石館陳列品 石器 絵葉書

４ ９ 栃木県 石錘 宇都宮市輜重大隊付近・河内郡横川村江会島 他 石器 絵葉書切抜

４ ９ ／ 石鏃 石器 実測図

４ ９ ／ 石匙 石器 実測図

４ ９ ／ 石槍 石器 実測図

４ ９ ／ 石槍、石鏃 石器 写真切抜

４ ９
福島県・

秋田県
安積郡前田澤発見、南秋田郡西黒澤発見石槍 石器 図版

４ ９
北海道・

秋田県
襟裳岬附近、羽後国発見石錘 他 石器 絵葉書・写真

４ ９
栃木県・

新潟県
宇都宮附近石鏃・石錘・新潟県長者原発掘勾玉 他 石器・石製品 絵葉書

４ ９
宮城県・

北海道
気仙郡細浦発掘鋸石・北海道・函館他発見石匙・石小刀 石器 絵葉書

４ ９ ／ 石匙 他 石器 写真

４ ９ ／ 大山史前学研究所蔵 石匙 石器 図版切抜

４ ９ 奈良県 大和国内発見砥石鏃（高橋博士『考古図聚』） 石器 図版

４ 10 東京都 昭島市拝島竜津寺出土 石錘 石器 写真

４ 10 東京都 世田谷区・目黒区出土石器 石器 写真

４ 10 東京都 武蔵都築郡岡上村本村出土品 石器 写真

４ 10 茨城県 茨城県浮島 貝塚出土石器 S38.９.24 石器 写真

４ 10 千葉県 千葉一高資料室 船橋市聖人塚出土 S34.12.21拓 石器 拓本

４ 10 新潟県 長者ケ原出土 S25.６.10拓 石器 拓本

４ 11 岐阜県 岐阜県群上郡奥明方村小川発見 林魁一氏蔵 石器 拓本

４ 11 岐阜県 岐阜県益田郡川西村西上田発見 林魁一氏蔵 石器 拓本

５ １ 長野県 池ノ平 白樺湖畔遺跡（縄文式炉） S32.６.27 遺構 写真

５ １ 青森県 青森県八戸郡是川遺跡（一) 柴田氏撮 遺構 写真

５ １ 青森県 青森県八戸郡是川遺跡（二) 柴田氏撮 遺構 写真

５ １ 青森県 青森県八戸郡是川遺跡（三) 柴田氏撮 遺構 写真

５ １ 群馬県 群馬県安中町大字簗瀬 石敷炉址 S30.９.30 山崎氏 遺構 写真

５ １ 東京都 武蔵箕輪貝塚 遺構 写真

５ １ 東京都 武蔵南多摩郡川口村楢原石器時代住居 遺構 絵葉書

５ １ 長野県 長野県宮田村中越西原遺跡実測図 友野良一製作 遺構 実測図

５ １ ／ 大場先生宛 友野良一氏差出 書簡 その他 書簡

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 八王子市宇津木向原遺跡 出土状態 遺構 写真

５ ２ 東京都 宇津木地区 S39.６.25 夕写 遺構 写真

５ ２ 東京都 宇津木地区 S39.６.25 夕写 遺構 写真

５ ３ 東京都 楢原 第２・３号住居跡 土器出土状態 遺構 写真
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５ ３ 東京都 楢原 第２・３号住居跡 土器出土状態 遺構 写真

５ ３ 東京都 楢原 第２・３号住居跡 土器出土状態 遺構 写真

５ ３ 東京都 楢原 第２・３号住居跡 土器出土状態 遺構 写真

５ ３ 東京都 楢原 第２・３号住居跡 土器出土状態 遺構 写真

５ ３ 東京都
八王子楢原町鹿島地区中央高速道遺跡図 S40.４.30現

在 縮尺1/500
その他 地図

５ ４ 東京都 S11.６.14 井の頭史跡会遠足 遺構 写真

５ ４ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

５ ４ 東京都 炉址 遺構 写真

５ ４ 東京都 昭和７年春発見埋甕 塩野氏調査 遺構 写真

５ ４ 東京都 草花（竪穴住居址） 遺構 写真

５ ４ 東京都 多西村草花字氷沢上（昭和８年発見） 遺構 写真

５ ４ 東京都 草花（埋甕炉） 遺構 写真

５ ４ 東京都 床上遺物出土状態 遺構 写真

５ ４ 東京都 西多摩郡多西村大字草花竪穴住居址 S11.６撮影 遺構 写真

５ ５ 東京都 小金井町貫井六〇三 前田暎氏邸内発見石器時代住居 遺構 写真

５ ５ 東京都 東京都小金井町貫井発見炉跡 他 遺構 写真

５ ５ 東京都 遺跡各所より発見の石器 石器 写真

５ ５ 東京都 遺跡地発見の土器 土器 写真

５ ５ 東京都 武蔵小金井石器時代住居址 遺構 絵葉書

５ ６ 東京都 炉付近発見遺物 遺構 写真

５ ６ 東京都 発掘 一 S12.７.17 １号炉 遺構 写真

５ ６ 東京都 発掘 三 S12.７.18 遺構 写真

５ ６ 東京都 発掘 四 S12.７.18 遺構 写真

５ ６ 東京都
杉並区井荻３丁目96番地 宮崎澄夫氏邸内石器時代遺跡

遠望
遺構 写真

５ ７ 長野県
村山町吉祥山遺跡 縄文住居跡炉址 S38.９.７ 寺村

氏
遺構 写真

５ ７ 長野県 村山町吉祥山遺跡 縄文住居一部 S38.９.７ 寺村氏 遺構 写真

５ ７ 長野県
村山町吉祥山遺跡 縄文中期住居跡 S38.９.７ 寺村

氏
遺構 写真

５ ８ 東京都
東村山市秋津下沢遺跡 第１号址(縄文竪穴) 縮尺1/10

S40.11調査
遺構 実測図

５ ８ 東京都
東村山市秋津下沢遺跡 試掘溝セクション西壁 縮尺1/

10 S40.11調査
遺構 実測図

５ ８ 東京都 東村山市秋津下沢遺跡周辺地図 その他 地図

５ ９ 東京都
東村山市南秋津遺跡縄文式住居第１号（竪穴）・第４号

（敷石）住居跡 S40.11調査
遺構 写真

５ ９ 東京都
東村山市南秋津遺跡縄文式住居第１号（竪穴）・第４号

（敷石）住居跡 S40.11調査
遺構 写真

５ ９ 東京都
東村山市南秋津遺跡縄文式住居第１号（竪穴）・第４号

（敷石）住居跡 S40.11調査
遺構 写真

５ ９ 東京都
東村山市南秋津遺跡縄文式住居第１号（竪穴）・第４号

（敷石）住居跡 S40.11調査
遺構 写真

５ 10 東京都
東京都東村山市秋津遺跡住居跡 S40.８発掘 寺村氏

撮影
遺構 写真

５ 10 東京都
東京都東村山市秋津遺跡遺物出土状態 S40.８発掘

寺村氏撮影
遺構 写真

５ 10 東京都 縄文時代竪穴住居跡 S40.８ 遺構 実測図

５ 10 東京都 配石を伴う竪穴 S40.８ 遺構 実測図

５ 10 東京都 東村山市秋津 S40.８ 遺構 実測図

５ 10 東京都 東村山市秋５－256 S40.８ 藤村女子高等学校調査 遺構 地図

５ 11 千葉県 千葉県姥山貝塚 竪穴・人骨・発掘風景等 遺構・人骨 写真

５ 11 千葉県 千葉県姥山貝塚 竪穴・人骨・発掘風景等 遺構・人骨 写真

５ 11 千葉県 千葉県姥山貝塚 竪穴・人骨・発掘風景等 遺構・人骨 写真

５ 11 千葉県 千葉県姥山貝塚 竪穴・人骨・発掘風景等 遺構・人骨 写真

５ 11 千葉県 千葉県姥山貝塚 竪穴・人骨・発掘風景等 遺構・人骨 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚（S２）住居跡 遺構 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚（S２）住居跡 遺構 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚（S２）住居跡 遺構 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚（S２）住居跡 遺構 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚（S２）住居跡 遺構 写真
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５ 11 千葉県 A地点第２期調査中発見の住居址群全景 遺構 写真

５ 11 千葉県 姥山貝塚出土品 土器 絵葉書

５ 12 埼玉県 高麗村大字台字住吉住居址 遺構 写真

５ 12 埼玉県 高麗村大字高麗本郷字日向 住居址ノ一部 遺構 写真

５ 12 埼玉県 高麗村大字高麗本郷字日向 炉址 遺構 写真

５ 12 埼玉県 高麗村 S27.５.22調査 住居址 遺構 実測図

５ 12 埼玉県 第三～八号住居址炉実測図 遺構 実測図

５ 12 埼玉県 第一～八号住居址実測図 遺構 実測図

５ 12 埼玉県 高麗村先住民族遺跡分布図 遺構 地図

５ 12 埼玉県 高麗村全図 遺構 地図

５ 13 東京都
六通山遺跡 多摩ニュータウンNo.52・No.67 上谷本

遺跡 落とし穴
遺構 図版

５ 14 東京都 第１図 柴崎町大和田遺跡第１号住居跡 遺構 実測図

５ 14 東京都 第２図 柴崎町大和田遺跡第２号住居跡 遺構 実測図

５ 14 東京都 第３図 柴崎町大和田遺跡第５号敷石住居跡 遺構 実測図

５ 14 東京都 第４図 羽衣町向郷敷石住居跡 遺構 実測図

５ 14 東京都 東京都町田市鶴川Ｊ地点発見竪穴群 S40.５ 遺構 実測図

５ 15 東京都 東京都町田市木曽遺跡 遺構 写真

６ １ 千葉県 千葉県姥山貝塚 遺跡 写真

６ １ 神奈川県
岡村三殿台貝塚土器出土状態 斎藤氏発掘 S12.１.31

芹沢氏撮影
貝塚 写真

６ １ 茨城県 茨城県寺内貝塚・飯出貝塚 貝塚 写真

６ １ 神奈川県 神奈川県橘樹郡日吉村駒ケ橋 下田貝塚遠望 貝塚 写真

６ １ 茨城県 茨城県飯出貝塚 貝塚 写真

６ １ ／ 駒ケ橋下田貝塚発掘状態 S５.６.１ 貝塚 写真

６ １ 東京都 東京都目黒東山貝塚 貝塚 写真

６ １ 神奈川県 横須賀市吉井貝塚 貝塚 写真

６ １
千葉県・

福岡県
千葉県曽谷いで塚貝塚・福岡県宗像郡鐘ノ岬貝塚 貝塚 写真

６ １ ／ コロボックルの村 貝塚 図版

６ １ ／ コロボックルの村 貝塚 図版

６ １ 岐阜県 岐阜県海津郡城山村庭田貝塚 全景他 貝塚 絵葉書

６ １ 北海道 北海道モヨロ（最寄）貝塚 貝塚 絵葉書

６ １ 北海道 北海道モヨロ（最寄）貝塚 貝塚 絵葉書

６ １ 千葉県 余山 貝塚 写真

６ １ 東京都 東京都上目黒東山貝塚及竪穴断面位置概測平面図 遺跡・遺構 実測図

６ １ 東京都 東京湾地方石器時代海岸線想定図 その他 地図

６ １ ／ 縄文文化早期～前期 貝塚発見の魚骨 その他 表

６ ２ 千葉県
加曽利貝塚（一）国土開発の爪跡（『世界』212号）S38.

８
貝塚 雑誌切抜

６ ２ 千葉県 加曽利貝塚（二） 貝塚 雑誌切抜

６ ２ 千葉県 加曽利貝塚全体図 貝塚 地図

６ ２ 千葉県 『加曽利貝塚』 加曽利貝塚調査団 貝塚 パンフレット

６ ３ 千葉県 千葉県余山貝塚 貝層 貝塚 写真

６ ３ 千葉県 千葉県余山貝塚 発掘風景 貝塚 写真

６ ３ 千葉県 千葉県余山貝塚 土器出土状態 S34.１.23 滝田氏 貝塚 写真

６ ３ 千葉県 千葉県海上郡海上村大字余山 貝塚 図版

６ ３ 千葉県 余山貝塚出土品 土器・石器 図版

６ ３ ／ 東京湾地方石器時代海岸線想定図 その他 地図

６ ４ 長野県
長崎県島原市礫石原甲1201－10 環状石組遺跡平面実測

図 縮尺1/10 S33.４.20
遺構 実測図

６ ５ 長崎県 大串貝塚遠望 景観 (一） 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 大串貝塚発掘状況 (二） 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 釜井戸 A地点 外観 (三） 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 大串貝塚貝層イ 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 大串貝塚 B地点貝層奥壁ロ 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 大串貝塚A地点貝層ハ 貝塚 写真

６ ５ 長崎県 出土遺物 土器・石器 写真

６ ５ 長崎県
「大串貝塚」『史前学雑誌』９-２ 田沢金吾・大場磐雄・

池上啓介・宮崎糺
貝塚 抜刷

６ ６ ／ 南洋 島水上住居 その他 写真
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６ ７ 東京都 武蔵荒立 屈葬人骨 遺構・人骨 写真

６ ７ 大阪府 河内国府 屈葬人骨 遺構・人骨 写真

６ ７ 大阪府 河内国府 屈葬人骨 F第２号 遺構・人骨 写真

６ ７ 大阪府 河内国府 屈葬人骨 F第３号 遺構・人骨 写真

６ ７ 北海道 北海道室蘭市東輪西貝塚人骨（一） 柴田氏写真 遺構・人骨 写真

６ ７ 北海道 北海道室蘭市東輪西貝塚人骨（二） 柴田氏写真 遺構・人骨 写真

６ ７ 北海道 北海道室蘭市東輪西貝塚人骨（三） 柴田氏写真 遺構・人骨 写真

６ ７ 宮城県 宮城県気仙郡大洞貝塚人骨 遺構・人骨 写真

６ ７ 熊本県 熊本県阿高貝塚人骨（一） 遺構・人骨 写真

６ ７ 熊本県 熊本県阿高貝塚人骨（二） 遺構・人骨 写真

６ ７ 熊本県 熊本県阿高貝塚人骨（三） 遺構・人骨 写真

６ ７ 愛知県 保美平城貝塚出土の状態 第６号人骨出土状態 遺構・人骨 図版

６ ７ 岡山県 津雲貝塚発見甕棺 遺構・人骨 図版

６ ７ 岡山県 備中津雲人骨 遺構・人骨 写真

６ ７ 神奈川県 横浜市金沢区称名寺貝塚出土 遺構・人骨 図版

６ ７ ／ メモ その他 メモ

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚（10月13日発見） 杉原氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚 杉原氏・稲生氏撮影 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下総曽谷貝塚 遠景 遺跡 写真

６ ８ 千葉県 下書き原稿 その他 原稿

６ ９ 大阪府 河内国府 人骨頭部 人骨 写真

６ 10 東京都 多摩陵附近石器時代住居址 遺構 写真

６ 10 静岡県 北遠半場遺跡 遺構 絵葉書

６ 10 東京都
楷 上石神井町２丁目扇山（昭和13年２月敷石址登場）

『考古学雑誌』30-２
遺構 写真

６ 10 静岡県 船田向の敷石住居など 遺構 図版切抜

６ 10 静岡県 伊東市内 内野町敷石住居址 遺構 写真

６ 10 神奈川県 神奈川県伊勢原町八幡台石器時代住居址実測図 遺構 実測図・地図

６ 10 東京都
南多摩郡横山村大字下長房字船田発見石器時代住居址実

測図（平面）
遺構 実測図

６ 10 ／ 石器時代敷石住居址 遺構 表

６ 11 東京都
東京府北多摩郡自由学園内発見敷石住宅址見取図

S11.４
遺構 実測図

６ 11 東京都 東京府北多摩郡自由学園 S11.４ 遺構 拓本

７ １ 東京都 大森貝塚碑 貝塚 図版切抜

７ １ 東京都 朝日新聞 S47.４.14 大森貝塚 貝塚 新聞切抜

７ １ 東京都 浅野氏より 貝塚 絵葉書

７ １ 東京都 歴史の曙光 貝塚 原稿

７ １ 東京都 『大森貝墟の由来（復刻版)』 1966.11 大森貝塚保存会 貝塚 パンフレット

７ １ 東京都 うえむら モース博士（大森貝塚）発見88年記念の会 貝塚 説明書

７ ２ ／ 浜田耕作氏関係 筆蹟・スケッチ その他 絵葉書

７ ２ ／ 故三宅米吉博士 その他 図版

７ ２ ／ 浜田青陵氏遺影 その他 写真

７ ２ ／ S12.６.９撮影 出土遺物 石錘他 石器 写真

７ ２ ／ S12.６.９撮影 出土遺物 石冠・スタンプ形石器他 石器 写真

７ ２ 茨城県 常陸浮島 戸崎・小貫常太郎氏蔵 S38.９.24 石器 写真

７ ２ ／ 浜田先生追悼会記念 S13.９.25 その他 絵葉書

７ ２ ／
遺影 京都大学考古学談話会 先学追悼会記念 S24.

11.13
その他 絵葉書

７ ３ 和歌山県 鳴神の爪 S47.10.25 野田敏夫氏 石器 写真

７ ３ 和歌山県 慶応２年文書 その他 写真

７ ３ 和歌山県 慶応２年文書と鳴神の爪 石器・その他 写真

７ ３ 和歌山県 慶応２年文書・鳴神の爪 写真ベタ焼 石器 写真

７ ３ 和歌山県 野田君来信（S47.10.25） 鳴神の爪について 石器 書簡

７ ４ ／ 木器 木器 写真
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７ ４ ／ 木器 木器 写真

７ ４ 千葉県 菅生発見木槽の乾燥状態 S32.11 木器 写真

７ ４ 愛知県 桜田貝塚坩・高 土器復元 土器 写真

７ ４ ／ 模造土偶 土偶 写真

７ ４ ／ 松田氏による土器接合復元作業 土器 写真

７ ４ ／ 松田氏による軒丸瓦レプリカ作成作業 瓦 写真

７ ５ 長野県
長野県東筑摩郡山形村唐沢遺跡発見省文石 S39.12.21

調査
石器 写真

７ ５ 長野県 省文石（部分） 石器 写真

７ ５ 長野県 省文石（部分） 石器 写真

７ ６ ／ 偽造石器 石器 写真・拓本

７ ６ ／ 偽造石器 石器 拓本

７ ６ ／ 偽造石器 石器 スケッチ

７ ６ ／ 模造品（土器・石器・土偶・玉ほか）写真 その他 写真

７ ７ ／ 石器時代出土品各種 土器 図版

７ ７ ／ 石器時代出土品各種 土器 図版

７ ７ ／ 石器時代遺跡分布表 土器 分布図

７ ７ ／ 奥羽地方の縄文土器の器形の変化 土器 表

７ ７ ／ 日本各地域における石器時代文化の変遷 土器 表

８ １ 千葉県 瀧田村上瀧田出土土器 土器 拓本

８ １ 千葉県 上総夷隅郡守谷本寿寺洞穴及び弁天崎発見遺物 土器 写真

８ １ 千葉県
瀧田村・大厳寺出土土器・神戸村（中里・大石）出土石

器
土器 写真

８ １ 千葉県 上総奥津洞窟 土器 写真

８ ２ 東京都 東京都町田市高ケ坂 敷石住居跡（S43.８.14再調査） 遺構 写真

８ ２ 東京都 町田市高ケ坂八幡平遺跡 史跡標柱遺跡付近風景 遺跡 写真

８ ２ 東京都 敷石住居 遺構 写真

８ ２ 東京都 発掘風景 他 遺跡 写真

８ ２ 東京都 『史跡高ケ坂縄文時代遺跡（復旧報告）』 町田市教育委員会 遺構 報告書

８ ２ 東京都
東京都町田市「史跡高ケ坂石器時代遺跡」の内八幡平遺

跡調査報告
遺構 報告書

８ ３ 東京都 西多摩郡秋田町羽毛田 S31.２ 敷石住居 遺構 写真

８ ３ 東京都 羽毛田第１号敷石住居 遺構 写真

８ ３ 東京都 羽毛田第１号敷石住居 遺構 写真

８ ３ 東京都 羽毛田第１号敷石住居 遺構 写真

８ ３ 東京都 羽毛田第２号 遺構 写真

８ ３ 東京都
草花羽毛田第２号 敷石住居址調査図（『東京府史跡名勝

天然記念物調査報告書』第拾四輯所載）
遺構 図版・実測図

８ ３ 東京都
西多摩郡多西村草花小字羽毛田敷石住居址実測図（小林

茂三郎所有地）
遺構 実測図

８ ３ 東京都 埋甕か？ 羽田第一号 遺構 写真

８ ４ 富山県 富山県氷見大境洞窟 遺跡 絵葉書

８ ５ 長野県 白樺湖畔三井寮裏洞穴遺跡（縄文前期）S32.６.27 遺跡 写真

８ ５ 和歌山県 熊野新宮室戸社付近洞窟 S38.８ 遺跡 写真

８ ５ 奈良県 大和宇陀郡内牧村桧牧洞窟遺跡 遺跡 写真

８ ５ ／ ＊居洞窟遺跡内部一部 遺跡 写真

８ ５ 新潟県 鷲崎セコノいろ遠望 S27.７.19 遺跡 写真

８ ６ 群馬県 湧水と遺跡 群馬県勢多郡横野村溝名木湧玉泉 遺跡 写真

８ ６ 群馬県 群馬県勢多郡横野村溝名木湧玉 S27.３.13 遺跡 写真

８ ６ 東京都 善福寺池 遺跡 写真

８ ６ 山梨県 富士山麓 河口湖中鵜島 遺跡 写真

８ ６ 愛知県 尾張丹羽馬見塚 遺跡 写真

８ ６ ／ 石器時代の遺跡（大島元村） 遺跡 絵葉書

８ ６ 静岡県 志太郡二宮村河知谷 遺跡 写真

８ ７ 静岡県 見高町発見石棒石群想像見取図 遺跡 実測図

８ ７ 静岡県 見高町発見石棒石群想像見取図 遺跡 実測図

８ ７ 静岡県 見高町発見石棒石群想像見取図 遺跡 実測図

８ ７ 静岡県 見高町発見石棒石群想像見取図 遺跡 実測図

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 写真
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８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 覆い屋 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 解説版 遺構 写真

８ ８ 東京都 西秋留敷石住居 遺構 絵葉書

８ ８ 東京都 実測図 遺構 実測図

８ ９ 東京都
町田市本町田史跡公園内縄文前期復元住居跡 S45.６

浅川氏より
遺構 写真

８ 10 東京都 東京都渋谷区代々木八幡社内住居址復原 遺構 写真

８ 10 東京都 東京都渋谷区代々木八幡社内住居址復原 遺構 写真

８ 10 東京都 代々木八幡遺跡実測図 S＝1/25 遺構 実測図

８ 10 東京都 代々木八幡遺跡実測図 S＝1/25 遺構 実測図

８ 10 東京都 復原住居構造平面図 S＝1/25 遺構 設計図

８ 10 東京都 復原住居側面構造図 S＝1/25 遺構 設計図

８ 10 東京都 代々木八幡遺跡地形図 S＝1/600 遺構 地形図

８ 10 東京都
『渋谷区代々木八幡遺跡と住居址の想定復原に就いて』

東京都渋谷区史編纂委員会（S26.４.１）
遺構 パンフレット

８ 11 ／ 玉川村原田清治氏邸土室 遺構 写真

８ 11 ／ 玉川村原田清治氏邸土室 遺構 写真

８ 11 ／ 玉川村原田清治氏邸土室（内部） 遺構 写真

８ 11 長野県 第２図 長野県上原復原住居 遺構 復元解説図

８ 11 長野県 第３図 長野県上原発見竪穴 遺構 実測図

８ 11 東京都 縄文時代竪穴住居址 武蔵野郷土館 遺構 写真

８ 11 ／ 日本石器時代住居の構造について」 堀口捨己 遺構 抜刷

８ 11 ／ 古代家復原家（縄文） 遺構 カード

８ 12 長野県
木曾三岳村御獄神社若宮遺跡（S31.７.21) 王瀧川より

望む
遺跡 写真

８ 12 長野県
木曾三岳村御獄神社若宮遺跡（S31.７.21) 芳山麓より

遠望
遺跡 写真

８ 12 長野県 木曾三岳村御獄神社若宮遺跡(S31.７.21) 住居跡南壁 遺構 写真

８ 12 長野県 木曾三岳村御獄神社若宮遺跡(S31.７.21) 住居跡炉 遺構 写真

８ 12 長野県 御岳復元住居 遺構 写真

８ 12 長野県
長野県西筑摩郡三岳村三屋 縄文中期竪穴住居跡推定復

原図 S＝1/30 推定復原者；藤島亥治郎
遺構 実測図

８ 12 長野県 長野県西筑摩郡三岳村御岳神社若宮遺跡平面実測図 遺構 実測図

８ 12 長野県 御岳復原住居 遺構 写真

８ 12 長野県 御岳復原住居 遺構 写真

８ 12 長野県 御岳復原住居 遺構 写真

８ 12 長野県 御岳復原住居 遺構 写真

８ 12 長野県 御岳復原住居 遺構 写真

８ 13 長野県 第２図 平出の泉と比叡の山 遺跡 写真

８ 13 長野県 長野県平出遺跡 遺跡 写真

８ 13 長野県 縄文式ロ号住居址 遺構 写真

８ 14 長野県 伊那村山田遺跡第３号復原住居（S36.11.25) 外観 遺構 写真

８ 14 長野県 伊那村山田遺跡第３号復原住居（S36.11.25) 内部 遺構 写真

８ 14 長野県 伊那村山田遺跡第３号復原住居（S36.11.26) 内部 遺構 写真

８ 14 長野県 伊那村山田遺跡第３号住居址平面実測図 S＝1/25 遺構 実測図

８ 14 長野県
伊那村山田遺跡第３号住居址推定復原図 S＝1/25 推

定復原者；藤島亥治郎
遺構 実測図

８ 14 ／
『縄文時代の配石遺構』シンポジウム参考資料 江坂輝

彌編 1971.８.15 於静岡県富士宮市大石寺
遺構 パンフレット

８ 15 長野県 長野県富士見町井戸尻遺跡 復原住居 遺構 写真

８ 15 長野県 長野県井戸尻遺跡の湧泉 遺構 写真

８ 16 長野県 伊那村山田第１号住居跡復原図 遺構 写真

８ 16 長野県 伊那村山田第１号住居跡復原過程 遺構 写真

８ 16 長野県 伊那村山田第１号住居跡復原過程・竣工 遺構 写真

８ 16 長野県 伊那村山田第１号復原住居・炉跡・発見土器石器 遺構 写真

８ 16 長野県 伊那村山田第１号住居跡復原図 遺構 写真

８ 17 長野県 尖石復原住居 S32.６.26 遺構 写真

８ 17 長野県 尖石復原住居 S32.６.26 遺構 写真

８ 17 長野県 長野県尖石遺跡 与助尾根復原住居 S43.10.28 遺構 写真

８ 17 長野県 信濃国諏訪郡豊平村尖石遺跡（一) 住居址・復原住居 遺構 写真
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８ 17 長野県 信濃国諏訪郡豊平村尖石遺跡（二) 住居址・立石 遺構 写真

８ 17 ／ 「郷土研究」中川氏 遺構 絵葉書

８ 17 長野県 尖石絵葉書第２輯（６枚セット） 遺構 絵葉書

８ 17 ／ 除幕記念写真 宮坂英弌先生胸像建立委員会 遺構 写真

８ 18 新潟県 越後栃倉 遺構 写真

８ 18 新潟県 ９号住居址 滑車型耳飾出土状態 炉址 遺構 写真

８ 18 新潟県 10号住居址 炉址・炉址栗炭化物 遺構 写真

８ 18 新潟県 ９号住居址 炉と土器 遺構 写真

８ 18 新潟県 ４号住居址 遺構 写真

８ 18 新潟県 ６号住居址と炉址 遺構 写真

８ 18 新潟県 11号住居址・６・５・11号住居址 遺構 写真

８ 18 新潟県 ７号住居址・Bトレンチ７号住居址上層部 遺構 写真

８ 18 新潟県 ５号住居址・５・11号住居址 遺構 写真

８ 18 新潟県 ７号住居址 壁上ピット内土器出土状態 遺構 写真

８ 18 新潟県 ９号住居址・９・10・12号住居址 遺構 写真

８ 18 新潟県 ４号住居址炉・12号住居址炉 遺構 写真

８ 19 岩手県 岩手県北上市稲瀬町樺山 S43.８ 遺構 写真

８ 19 ／ 上高岡堀之内（古）平面実測図 S＝1/25 遺構 実測図

８ 19 ／
鳥居龍蔵 三千年前の生活を探る」『アサヒグラフ』26

-12 S11.５.13
遺構 雑誌

９ １ 長野県 AⅤ地区出土土器破片拓影 土器 拓本

９ １ 長野県 配石址拡張地区出土土器拓影 土器 拓本

９ １ 長野県 AⅡ・AⅢ土器実測図及拓影 土器 拓本・実測図

９ １ 長野県 AⅣ土器拓影 土器 拓本

９ １ 長野県 土器実測図及拓影 土器 拓本・実測図

９ １ 長野県 AⅡ・AⅢ石器実測図 石器 実測図

９ １ 長野県 AⅤ地区出土石器 石器 実測図

９ １ 長野県 B２トレンチ出土石器 石器 実測図

９ １ 長野県 AⅣ石器実測図 石器 実測図

９ ２ 長野県
中越遺跡実測図（縄文早期～前期住居址）S＝1/20 長野

県上伊那郡宮田村 友野良一測量
遺構 実測図

９ ２ 長野県
御殿場遺跡第１図 S＝1/30 長野県伊那市富県御殿場

友野良一測量
遺構 実測図

９ ２ 長野県
御殿場遺跡第２図 S＝1/30 長野県伊那市富県御殿場

友野良一測量
遺構 実測図

９ ２ 長野県 友野良一氏より その他 書簡

９ ３ 岐阜県 美濃庭田貝塚土器 土器 写真

９ ３ 岐阜県 加茂郡古井村古井字石坂 林氏蔵 土器 写真

９ ３ 岐阜県 美濃国海津郡庭田貝塚出土石器 石器 写真

９ ３ 岐阜県 土器拓影 足置村神田（山本氏） 土器 拓本

９ ３ 岐阜県
賀茂郡蘇原村三河発見（山本氏）・恵那郡串原村久木長島

町久須美川通り 串原村閑羅瀬
土器 拓本

９ ３ 岐阜県 神田其後発見（岐阜恵那郡） 土器 拓本

９ ３ 岐阜県 岐阜県城山貝塚文化 伊藤友治氏より 考古遺物標本 土器 写真

９ ３ 岐阜県 岐阜県海津郡城山村貝塚 全景 土器 絵葉書

９ ３ 岐阜県 岐阜県海津郡城山村貝塚 発掘ノ遺留品 土器 絵葉書

９ ４ 山梨県 橋立甲斐奈神社出土土器 一宮第一小学校蔵 土器 拓本

９ ４ 山梨県 橋立甲斐奈神社出土 土器 拓本

９ ４ 山梨県 橋立甲斐奈神社出土 土器 拓本

９ ４ 山梨県 甲斐国分村国分 国分寺蔵 土器 拓本

９ ４ 山梨県 甲斐大塚村 縄文 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本
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９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 大塚村本村 土器 拓本

９ ４ 山梨県 甲斐竹原田大塚 縄文 土器 拓本

９ ４ ／ 記載無し 土器 拓本

９ ５ ／ 24-３ 中期把手付甕 土器 写真

９ ５ 長野県 長野県南安曇郡離山遺跡 住居址（竪穴）・炉址 遺構 写真

９ ５ 長野県 平村発見石斧 S22.11 石器 実測図

９ ５ 長野県 Fig１ 信濃の井出の頭の土器 土器 拓本

９ ５ 長野県 南佐久郡平賀村瀬戸和田上 石器時代記念碑 遺跡 写真

９ ５ 長野県 銅鉾出土地付近の巨石と土器 S25.10.26 遺跡・土器 写真

９ ５ 長野県 筑摩地村竪穴 S30.10.20 ２枚 遺構 写真

９ ５ 長野県 会地村中原 石鏃 石器 写真

９ ５ 長野県 宮田村駒ケ原出土土器（小田切吉寿伝蔵）S27.８.18 土器 写真

９ ５ 長野県 智里村小野川川端出土土器 S26.７ 土器 写真

９ ５ 長野県 根羽村月瀬 遠景 遺跡 写真

９ ５ 長野県 南佐久郡畑八村八郡中松井遺跡（浅間を望む） 遺跡 写真

９ ５ 長野県 座光寺村大門原 遺跡 写真

９ ５ 長野県 上郷村下黒田池ノ尻遺跡 遠景 遺跡 写真

９ ５ 長野県 北安曇郡北城村 寺舟山古墳全景 S25.６.８ 遺跡 写真

９ ５ 長野県 埴科両宮十一月 切子玉 装身具 写真

９ ５ 長野県 延源遺跡 遠景 S27.７.31 遺跡 写真

９ ５ 長野県 伊賀立野 土器（前期) S26.12.24 土器 写真

９ ５ 長野県 伊賀立野 土器（晩期) S26.12.24 土器 写真

９ ５ 長野県 上伊那郡伊奈村 土偶と把手 S25.11.25 土器・土偶 写真

９ ５ 長野県 埴科 両安県村出土 注口土器 土器 写真

９ ５ 長野県 埴科 倉科村将軍塚 土偶頭部ほか 土偶 写真

９ ５ 長野県
長野県上伊那郡会地村駒場梨子野 B遺跡第１回主要発

掘品 土器・耳栓など
土器・土製品 写真

９ ５ 長野県 永峰延沢 遠景 昭和26年８月 ８枚 遺跡 写真

９ ５ 長野県 下高井縄文関係土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 下高井縄文関係土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 下高井縄文関係土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 下高井縄文関係土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 下高井縄文関係土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 長野県小県郡滋野村戌立石石器時住居址 住居 写真

９ ５ 長野県 北安曇郡大町発見 S25.６.12 土器 写真

９ ５ 長野県 縄文中期壺 土器 写真

９ ５ 長野県 縄文中期壺 土器 写真

９ ５ 長野県 片桐村 北原真人氏蔵 土偶 土偶 写真

９ ５ 長野県 27.10.10 石棒・石剣 石棒・石剣 写真

９ ５ 長野県 27.10.10 土器 土器 写真

９ ５ 長野県 27.10.９ 砥石 石器 写真

９ ５ 長野県 26.12.24 伊賀山村 早期土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 26.12.24 伊賀山村 前期土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 26.12.24 土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 山吹村駒場台地全景 遺跡 写真

９ ５ 長野県 座光寺村鳥屋場古墳より東方の展望 遺跡 写真

９ ５ 長野県 桑名川 土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 大倉崎 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 大田村押出 土器 土器 写真

９ ５ 長野県 女大原 石製品 石製品 写真

９ ５ 長野県 飯山など 土器 土器 写真

９ ５ 長野県 飯山など 石器 石器 写真

９ ５ 長野県 平滝 石器 石器 写真

９ ５ 長野県 佐野 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 下水山根 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 下水親川 土器 土器 写真

９ ５ 長野県 保科村宮崎 アスファルト入り土器 土器 写真

９ ５ 長野県 保科村宮崎 土器片 土器 写真
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９ ５ 長野県 保科村宮崎 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 保科村宮崎 石斧 石器 写真

９ ５ 長野県 保科村宮崎 石鏃 石器 写真

９ ５ 長野県 保科村星塚 御物石器 石器 写真

９ ５ 長野県 仁礼村仁礼 土器・石器 土器・石器 写真

９ ５ 長野県 新井原 環状石器 石器 写真

９ ５ 長野県 山田村坪井 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 山田村坪井 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 山田村坪井 土器片 土器 写真

９ ５ 長野県 縄文中期土器 切り抜き 土器 写真

９ ５ 長野県
下伊 伊賀良村北方立野出土下層土器 S25.５.20 松

島君より
土器 拓本

９ ５ 長野県
座光寺付近出土 押型・条痕文土器 S26.７.25 龍丘

小学校
土器 拓本

９ ５ 長野県 開善寺 土偶 S26.７.26 土偶 拓本

９ ５ 長野県 上郷村別府 高陵中学校蔵 S26.７.25 土器 拓本

９ ５ 長野県 池田町堀内 藤井氏蔵 土器 拓本

９ ５ 長野県 前期土器 榛原氏蔵 土器 拓本

９ ５ 長野県 前期瓦 榛原氏蔵 瓦 拓本

９ ５ 長野県 会染村中島窯 ・瓦 S24.11.24 瓦 拓本

９ ５ 長野県 常盤小学校にて S24.11.21 土器 拓本

９ ５ 長野県 常盤小学校にて S24.11.21 土器 拓本

９ ５ 長野県 前期拓影 土器 拓本

９ ５ 長野県 宮賀小学校にて S24.11.29 土器 拓本

９ ５ 長野県 宮賀小学校にて S24.11.29 土器 拓本

９ ５ 長野県 上伊那郡長藤村八幡屋敷 S27.10.９ 土器 拓本

９ ５ 長野県 上伊那郡長藤村八幡屋敷 S27.10.９ 土器 拓本

９ ５ 長野県 上伊那郡長藤村八幡屋敷 S27.10.９ 土器 拓本

９ ５ 長野県 上伊那郡長藤村八幡屋敷 S27.10.９ 土器 拓本

９ ５ 長野県 上伊那郡長藤村八幡屋敷 S27.10.９ 土器 拓本

９ ５ 長野県 本郷村大林大字王宮王屋敷出土 多頭石斧 30.９.６ 石器 実測図

９ ５ 長野県
赤穂町大城林遺跡第１号住居址 S＝1/30 S28.３.28

友野良一氏実測
遺構 実測図

９ ６ 長野県 草津街道発掘土器・石器 土器・石器 写真

９ ６ 長野県 小県郡子横嶺神社付近 同前古墳出土土器・石器 土器・石器 写真

９ ６ 長野県 信濃丸子 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 信濃丸子 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 小縣郡丸子村腰越 縄文中期土器 土器 拓本

９ ６ 長野県 福山町内板敷野 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曾付近上松町小字田代 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曾村田ノ上 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 児野 山形押型文 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曽村菅神社出土縄文土器 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曽村菅野中原 把手 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曽村柳沢 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 信濃更科羽尾大三島 底面拓本 土器 拓本

９ ６ 長野県 信州木曽御岳村大字黒塚三ッ屋 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 福島町カ丸山 板敷野 縄文 土器 拓本

９ ６ 長野県 三ッ屋 縄文中期 土器 拓本

９ ６ 長野県 木曽福島町水無谷（水無神社付近）縄文土器 土器 拓本

９ ６ 長野県 日義村 土器 拓本

９ ６ 長野県 児野出土打製石器 石器 実測図

９ ６ 長野県 更級村大字羽尾大三島平畑出土土器 土器 実測図

９ ６ 長野県 長野県諏訪原町 石器 土器 実測図

９ ６ 長野県 富士見村時津発見 石鍬 浮城氏 石器 実測図

９ ７ ／ 石棒・石斧・石皿 石器 写真

９ ７ ／ 縄文土器 土器 写真

９ ７ ／ 土器拓本 土器 拓本

９ ７ ／ 土器拓本 土器 拓本

９ ７ ／ 土器拓本 土器 拓本

９ ７ ／ 土器拓本 土器 拓本

９ ７ ／ 土器拓本 土器 拓本
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９ ７ ／ 土器底部実測図 土器 実測図

９ ７ ／ 石棒 石製品 実測図

９ ７ ／ 打製石斧・土器底部 土器・石器 実測図

９ ８ 長野県 長野県塩野神社蔵 石棒・石斧 石製品・石器 写真

９ ８ 長野県 鈴蘭小屋 縄文土器 土器 写真

９ ８ 長野県 鈴蘭小屋 縄文土器 土器 写真

９ ８ 長野県 押型文 他 土器 写真

９ ８ 長野県 石鏃・石斧・土器 石器 写真

９ ８ 長野県 土器 土器 写真

９ ８ 長野県 土器 土器 写真

９ ８ 長野県 書簡 栗岩氏より その他 書簡

９ ８ 長野県 船山出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 船山出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 船山出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 船山出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 森出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 森出土土器 土器 拓本

９ ８ 長野県 西穂高村牧出土土器 穂高神社蔵 土器 拓本

９ ８ 長野県 離山出土土器 土器 拓本

９ ９ 長野県 伊那市平良野口遺跡 S36.12.12 石棒及び土器 石棒・土器 拓本

９ 10 岐阜県 高山市江名子ひじ山 押型文 江島氏 土器 写真

９ 10 滋賀県
宮村猪山枝洞・上枝村新宮内垣内・宮村大 寺裏出土土

器
土器 拓本

９ 10 岐阜県 白河村木谷・大野郡大八賀村塩屋臼本出土土器 土器 拓本

９ 10 岐阜県 糠塚 出土土器 江島氏 土器 拓本

９ 10 岐阜県 糠塚 出土土器 江島氏 土器 拓本

９ 10 岐阜県
飛驒国大野郡大名田町大字江名子小字諏訪ケ洞（通称ひ

じ山) 押型文土器 他
土器 拓本

９ 11 長野県 平出遺跡碑 S43.10.28 遺跡 写真

９ 11 長野県 長野県北安曇郡白馬村舟山遺跡遠影 S39.10 寺村氏 土器 写真

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃海津庭田 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃海津庭田 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃海津庭田 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂坂祝 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂坂祝 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂乞食巾 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂古井石坂 土器 土器 拓本

９ 11 岐阜県 美濃加茂河岐 土器 土器 拓本

９ 11 長野県
昭和26年長野県北安曇郡平村石器時代遺跡調査写真帖

大場磐雄
土器 写真

９ 11 山梨県
『甲斐国八ケ嶽南麓地方の縄紋式遺跡調査』 学部国史

科12年度生 小林正巳氏
土器 レポート

９ 11 山形県
山形県 坂井遺跡資料（第１号) 縄文・弥生式文化遺物

坂井遺跡保存会 ５枚組
土器 絵葉書

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真
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10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚 発掘・貝層 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾町上町八王寺貝塚碑 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾貝塚遠景 貝塚 写真

10 １ 愛知県 西尾 貝塚 地図

10 ２ 愛知県 三河西尾 縄文土器 土器 拓本

10 ２ 愛知県 三河西尾 縄文土器 土器 拓本

10 ２ 愛知県 三河西尾 縄文土器 土器 拓本

10 ２ 愛知県 三河西尾 縄文土器 土器 拓本

10 ２ 愛知県 三河西尾 縄文土器 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 縄文土器 出土地不明 土器 拓本

10 ２ ／ 土偶 土偶 拓本

10 ３ 静岡県 三島町一町田千枚原出土石器 神山清一氏蔵 石器 写真

10 ３ 静岡県
徳倉字上の山遺跡より同反畠遺跡遠望・錦田村河部野字

押出し遠望
遺跡 写真

10 ３ 静岡県
田方郡三島町一町田千枚原出土 望月積太郎氏蔵・錦田

村塚原新田寺屋敷出土 小針文吉氏蔵
土器・石器 写真

10 ３ 静岡県 錦田村出土紡錘車・徳倉出土土錘・河部野出土土器・蓋
土器・土製品・

石製品
写真

10 ３ 静岡県 川西村長瀬 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 川西村長瀬 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 川西村長瀬 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 川西村長瀬 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国凾南町軽井沢 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 三島神社 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国三島町徳倉北入 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国三島町徳倉北入 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊豆国中郷村中島楠名川 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原 土器 拓本

10 ３ 静岡県 土器底部 土器 拓本

10 ３ 静岡県 縄文土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 田原・下大見 土器 拓本

10 ３ 静岡県 下大見 土器 拓本

10 ３ 静岡県 下大見 土器 拓本

10 ３ 静岡県 下大見 土器 拓本
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10 ３ 静岡県 下大見 土器 拓本

10 ３ 静岡県 下大見 土器 拓本

10 ３ 静岡県 錦田 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊東町上ノ坊 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊東町上ノ坊 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊東町上ノ坊 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ ／ 土器 土器 拓本

10 ３ 静岡県 伊東町玖須美原畑出土 磨製石斧 石器 実測図

10 ３ 静岡県 伊豆三島町反畠（徳倉）遺跡の遠影 遺跡 写真

10 ３ 静岡県 石器 石器 写真

10 ３ 静岡県 石器 石器 写真

10 ３ 静岡県 土器出土状態 土器 写真

10 ３ 静岡県 静岡県伊豆国田方郡凾南町平井字御堂山押型文土器 土器 写真

10 ３ 静岡県 修善寺公園出土 石皿・土器片 土器・石器 写真

10 ３ 静岡県 タツノ口 黒耀石・耳栓 石器・土製品 写真

10 ３ 静岡県 タツノ口 石皿 石器 写真

10 ４ 新潟県 宇佐美中央学園 縄文土器 土器 写真

10 ４ 新潟県 竹の台・教会前・他 S32.５.６ 土器 写真

10 ４ 新潟県 打製石斧・磨製石斧 S32.５.６ 石器 写真

10 ４ 新潟県 石器 柏崎 S32.５.６ 石器 写真

10 ４ 新潟県 東校出土石斧・石皿 S32.５.６ 石器 写真

10 ４ 新潟県 各地出土縄文前中期土器 S32.５.６ 土器 写真

10 ４ 新潟県 石鏃 伊藤氏蔵 S32.５.６ 石器 写真

10 ４ 新潟県 内野町敷石 土器片 S32.５.６ 土器 写真

10 ４ 新潟県 内野町敷石・赤坂敷石 深鉢 S32.５.６ 土器 写真

10 ４ 新潟県 シンジ山（早期）・宇佐美（前期） 土器 写真

10 ４ 新潟県 東校出土土器 中期 土器 写真

10 ４ 新潟県 東校出土土器 中期 土器 写真

10 ４ 新潟県 松原出土の石棒・石皿 石棒・石器 写真

10 ４ 新潟県 石棒・石皿 石棒・石器 写真

10 ４ 新潟県 目録 その他 目録

10 ５ 静岡県 縄文土器（熱海市仲田字狩物出土) S43.６ 土器 写真

10 ５ 静岡県 敷石住居跡（熱海市仲田) S43.12.16 遺構 写真

10 ６ 静岡県 伊東町岡 香取別邸出土 中期 土器 拓本

10 ６ 静岡県 城星 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上内野 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 広野原 早～前期 土器 拓本

10 ６ 静岡県 吉佐美多原山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 吉佐美多原山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 吉佐美多原山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本
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10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 水道山 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ６ 静岡県 上ノ坊 縄文 土器 拓本

10 ７ 静岡県 浜名郡知波田村大字大知波字イ－２(堀田久）石器・土器 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 浜名村知波田村太田若磯神社側包食地出土 (堀田久） 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 引佐郡東浜名村大崎字塚山 大崎貝塚 遺跡 写真

10 ７ 静岡県 榛原郡上川根村千頭字山王 白羽村出土品 土器・石器 写真・拓本

10 ７ 静岡県 浜名郡積志村有玉火下字平 増田恭平氏蔵 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 浜名郡積志村有玉火下字平 旧杉浦郡孫市氏蔵 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 小笠郡河城村水加石畑 縄文土器底部 土器 拓本

10 ７ 静岡県 小笠郡河城村水加石畑 縄文土器底部 土器 写真・拓本

10 ７ 静岡県 遠江郡塚遠影 遺跡 写真

10 ７ 静岡県 遠江郡各地出土土器・石器 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 周智郡田村谷中 石器 村松修一氏蔵 石器 写真

10 ７ 静岡県 川崎町 磨製石斧・石器 石器 写真

10 ７ 静岡県 浜名郡出土石器・土器 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 浜名郡西貝塚他 土器・石器 写真

10 ７ 静岡県 周智郡水窪町市場農出土土器 土器
写真・新聞切

抜

10 ８ 静岡県 石器（石皿・石斧・スタンプ） 石器 写真

10 ８ 静岡県 土器片（注口・深鉢） 土器 写真

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 半場 土器片 土器 拓本

10 ８ 静岡県 第一図 分銅形打石斧 石器 実測図

10 ８ 静岡県 第二図 打製石斧・半磨製石斧 石器 実測図

10 ８ 静岡県 第三図 磨製石斧・半磨製石斧 石器 実測図

10 ８ 静岡県 第四図 石鏃・半磨製石斧・石棒 石器・石棒 実測図

10 ８ 静岡県 第五図 石匙・石剣柄頭 石製品・石剣 実測図

10 ８ 静岡県 第八図 石錘・敲石 石器 実測図

10 ８ 静岡県 第九図 縄文土器 土器 実測図

10 ８ 静岡県 第十一図 土偶脚部・高 底部 土偶・土器 実測図

10 ８ 静岡県 第十二図 土偶頭部・土偶胴部 土偶 実測図

10 ９ 愛知県 田口マサノ沢出土土器 土器 写真

10 ９ 愛知県 田口マサノ沢出土土器 土器 写真

10 ９ 愛知県 名刺（深見文夫氏 裏面メモ有り） その他 メモ

10 ９ 愛知県 高津貝塚出土骨角器 骨角器 写真

10 ９ 愛知県 高津貝塚出土土器片 土器 写真

10 ９ 愛知県
田口町大字小松マサノ沢（名倉）出土縄文土器 1951.８.

23
土器 拓本

10 ９ 愛知県 大名倉下谷 縄文土器 S36.８.23 土器 拓本

10 ９ 愛知県 大名倉下谷 縄文土器 S36.８.23 土器 拓本

10 ９ 愛知県 大名倉下谷 縄文土器 S36.８.23 土器 拓本

10 ９ 愛知県 石冠（本郷町大森古墳附近出土） 石製品 実測図

10 ９ 愛知県
耳飾（本郷町大森古墳出土）・勾玉（マサノ沢出土）・石

剣頭（下谷出土）
装身具・石剣 実測図

10 10 愛知県 知多郡乙川 土器・石器 写真
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10 10 愛知県 石棒・石斧・土器・玉類 土器・石器 写真

10 10 愛知県 馬見塚出土石器・土器 土器・石器 写真

10 10 愛知県 馬見塚出土土器 土器 拓本

10 10 愛知県 丹羽郡西浅馬見塚出土土器 土器 拓本

10 10 愛知県 丹羽郡西浅馬見塚出土土器 土器 拓本

10 10 愛知県 鳴海貝塚 貝層 遺跡 写真

10 10 愛知県 鳴海貝塚碑 遺跡 写真

10 10 愛知県 名古屋市中村区松葉池町出土土器 土器 拓本・実測図

10 10 愛知県 知多郡豊浜町師崎町南海岸之図 その他 地図

10 10 愛知県
知多郡豊浜町大字豊浜字小佐草花海岸 石器時代遺跡略

図 S６.11
遺跡 分布図

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土石斧 石器 実測図

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土石棒・石鏃・石錘 石器・石製品 実測図

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土石棒・石鏃・石錘 石器・石製品 実測図

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土石器・土偶部分 石器・土偶 実測図

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 静岡県磐田郡佐久間村半場上開 出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡吉佐美田京出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡吉佐美田京出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡吉佐美田京出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡吉佐美田京出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡朝日村遺跡図 地図 地図

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡下河津爼平出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡浜崎上ノ山出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高出土土器 土器 実測図

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡見高風越出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 炉・埋甕・石皿 土器・石器 実測図

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡白浜板戸出土縄文土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡白浜板戸出土縄文土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡白浜板戸出土縄文土器 土器 拓本

10 11 静岡県 伊豆賀茂郡白浜板戸出土縄文土器 土器 拓本

10 11 静岡県 南豆・見高土器 土器 拓本

10 11 静岡県 駿河志太郡阿知ケ谷出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 駿河志太郡阿知ケ谷権現原器出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 駿河志太郡鎌塚・静岡付近出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 駿河志太郡権現原・阿知ケ谷・大乗寺裏 遠景・石器 遺跡・石器 写真

10 11 静岡県 遠江国榛原郡各地出土品
土器・石器・

その他

写真・拓本・

書簡

10 11 静岡県 遠江国榛原郡儘山 石斧 石器 スケッチ

10 11 静岡県 遠江中泉蜆塚出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 遠江中泉蜆塚出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 遠江西貝塚出土土器 土器 拓本

10 11 静岡県 遠江西貝塚出土土器 土器 拓本

10 11 ／ 出土地不明 縄文中期土器 土器 拓本

10 11 愛知県 尾張猿投古図 三河猿投神社蔵 その他 地図

10 11 愛知県 三河寺津貝塚出土土器 S24.４.14 土器 拓本

10 11 愛知県 三河寺津貝塚出土土器 S24.４.14 土器 拓本

10 12 静岡県 伊豆遺跡分布図 その他 地図

10 12 静岡県 石製品？ 石製品 実測図

10 12 静岡県 見高発見遺跡遺物見取図 遺跡 実測図

10 12 静岡県 石棒・石斧 石器・石製品 写真

10 12 静岡県 伊豆賀茂郡見高 石器・土器 土器・石器 写真
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10 13 静岡県 富士郡大宮町付近出土石斧 佐野氏蔵 石器 写真

10 13 静岡県 富士郡大宮町付近出土石匙・石槍・石鏃 佐野氏蔵 石器 写真

10 13 静岡県
富士郡大宮町付近出土石棒・石剣・凹石・土器 佐野氏

蔵
土器・石器 写真

10 13 静岡県 駿河鎌塚出土土器 土器 写真

10 13 静岡県 大宮町東北大字箕輪 土器
写真・拓本・

実測図

10 13 静岡県 阿蘇宇神社付近出土土器 土器 写真・拓本

10 13 静岡県 志太郡東川根村小長井字大島出土 土器 写真

10 13 静岡県 安倍郡長田村猿郷 石鈷・石匙 石器 写真

10 13 静岡県 鷹根村出土土器 土器 写真

10 13 静岡県 浮島村西船津出土 押型文 土器 拓本

10 14 静岡県
『北伊豆ミヲ坂古式縄文式遺跡略報』 昭和13年度國史

学科 長田實
遺跡 レポート

10 14 静岡県

『縄文式文化に於ける二・三の異質的要素の介在と其の

系統に就いて－特に伊豆半島に於ける前期縄文式遺跡を

中心として－』 昭和12年度國史学科 江藤千萬樹

遺跡 レポート

11 １ 三重県 伊勢三重郡朝上杉谷三岡発見土器 土器 拓本

11 １ 三重県 伊勢三重郡朝上杉谷三岡発見石鏃・剣 石器 写真

11 １ 三重県 伊勢三重郡朝上杉谷三岡発見土器・貝 土器・貝製品 写真

11 １ 三重県 伊勢三重郡朝上杉谷 土器片・貝 土器・貝製品 写真

11 １ 三重県 伊勢三重郡朝上杉谷 土器・石器 土器・石器 写真

11 １ 三重県 敲石？ 石器 写真

11 １ 三重県 市岡喜兵衛氏よりの葉書 その他 書簡

11 １ 三重県 土器拓本 拓本 拓本

11 １ 三重県 土器拓本 拓本 拓本

11 ２ 和歌山県 速玉神社宝物館下 土器 S38.８.７ 土器 拓本

11 ２ 和歌山県 宝物館下 S38.８.７ 土器 拓本

11 ２ 和歌山県 宝物館下 S38.８.７ 土器 拓本

11 ２ 和歌山県 宝物館下 S38.８.７ 土器 拓本

11 ２ 和歌山県 宝物館下 S38.８.７ 土器 拓本

11 ３ 滋賀県 近江国伊吹山麓杉沢出土石棒 石製品 実測図・拓本

11 ３ 滋賀県 杉沢出土 石製品 石製品 実測図

11 ３ 滋賀県
京都府小江慶蔵氏よりの書簡内 土器写真２枚・拓本写

真１枚
土器・その他 写真・書簡

11 ４ 京都府 山城京都 京都大学農学部 土器拓本 土器 拓本

11 ５ ／ 近畿地方縄文土器、北白川 土器 写真

11 ５ 大阪府 河内国府、北白川他 土器 拓本

11 ６ 奈良県 大和下淵 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 大和三輪出土石器・土器 土器・石器
拓本・

スケッチ

11 ６ 奈良県 大和三本松撫川出土土器 土器
拓本・

実測図版

11 ６ 奈良県 三輪町 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 三輪町 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 三輪町 土器 土器 拓本

11 ６ ／ 不明 土器 土器 拓本

11 ６ ／ 不明 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 上榛原 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 鳥見山 土器 土器 拓本

11 ６ 奈良県 大和吉野郡大淀町下淵発見 縄文土器 土器 絵葉書

11 ７ 奈良県 橿原１ 土器 土器 拓本

11 ７ 奈良県 橿原２ 土器 土器 拓本

11 ７ 奈良県 橿原３ 土器・耳飾 土器・装身具 拓本

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 遠景 遺跡 写真

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 発掘風景 遺跡 写真

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 遺物１ 土器・土製品 土器・土製品 写真

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 遺物２ 石斧・石棒 石器・石製品 写真

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 遺物３ 土偶・耳飾 土偶・装身具 写真

11 ７ 奈良県 橿原遺跡 遺物４ 石製品・土製品
石製品・土製

品
写真
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11 ７ 奈良県 橿原遺跡出土縄文土器 土器 図版

11 ７ 奈良県 橿原出土 弥生式土器 土器 写真

11 ７ 奈良県 神武陵発見土器 土器 写真

11 ７ 奈良県 神武陵発見土器 土器 写真

11 ７ 奈良県 神武陵発見土器 土器 スケッチ

11 ７ 奈良県 神武陵発見土器 土器 スケッチ

11 ７ 奈良県 神武陵発見土器 京都幡川氏蔵 土器 拓本

11 ７ 奈良県
大和国史館列品絵葉書第一輯 橿原神宮外苑出土 石刀

把・冠形土製品・弥生式土器
土器・土製品 絵葉書

11 ７ 奈良県 昭和13年11月以降橿原神宮工事伴出遺跡遺物関係 その他 メモ

11 ８ 和歌山県 新宮（境内発見縄文土器）S37.８.７ 土器 写真

11 ８ 和歌山県 新宮（境内発見縄文土器）S37.８.８ 土器 写真

11 ８ 和歌山県 串本町大水崎発見土器 新宮神宝館 S37.８ 土器 写真

11 ８ 和歌山県 串本町大水崎出土土器 S27.１ 土器 拓本

11 ８ 和歌山県
『和歌山県下に於ける例外的縄文式土器を含む貝塚に就

いて』 国史学科昭和14年度 森彬
遺跡 レポート

11 ９ 山口県 熊毛郡尾国疫神遺跡出土遠景 S27.８.30・31 遺跡 写真

11 ９ 山口県 熊毛郡尾国疫神遺跡出土調査風景 S27.８.30・31 遺跡 写真

11 ９ 山口県 熊毛郡尾国疫神遺跡出土遺物 S27.８.30・31 土器 写真

11 ９ 山口県 安岡町潮街貝塚土器 長府博物館 S27.８.29 土器 写真

11 ９ 山口県 安岡町潮街貝塚土器 長府博物館 S27.８.29 土器 写真

11 ９ 山口県 山口県熊毛郡佐賀村大字佐賀中学校敷地出土縄文土器 土器 拓本

11 10 ／ 玉泊 遠景 遺跡 写真

11 10 ／ 玉泊 出土遺物 土器・石器・土製品・獣骨
土器・石器・

土製品・獣骨
写真

11 10 ／ 玉泊 出土遺物 土器・石器・土製品・獣骨
土器・石器・

土製品・獣骨
写真

11 10 ／ 玉泊 出土遺物 土器・石器・土製品・獣骨
土器・石器・

土製品・獣骨
写真

11 10 ／ 玉泊 出土遺物 土器・石器・土製品・獣骨
土器・石器・

土製品・獣骨
写真

11 10 ／ 玉泊 古代窯之跡発掘状況 窯 写真

11 11 広島県 広島県福山市洗谷貝塚発掘 縄文時代の遺物 土器 絵葉書

11 11 広島県 『安芸国出土の縄文土器』 林新君 土器 レポート

11 12 岡山県 備中里木出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 備中里木出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 『原始文様集』ノ１⑸備中津雲貝塚 京都大学文学部蔵 土器 図版

11 12 岡山県 津雲貝塚出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 津雲貝塚出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 津雲貝塚出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 津雲貝塚出土土器 土器 拓本

11 12 岡山県 津雲貝塚出土土器 土器 拓本

11 13 岡山県 磯ノ森出土土器 土器 拓本

11 13 岡山県 岡山県邑久郡牛窓町黒島貝塚発見 S12.２.11 土器 拓本

11 13 岡山県 岡山県邑久郡牛窓町黒島貝塚発見 S12.２.11 土器 拓本

11 13 岡山県 邑久高等女学校蔵 縄文土器 土器 拓本

11 13 岡山県 邑久郡牛窓町シラク発見 シラク式土器 土器 拓本

11 13 岡山県 邑久郡牛窓町シラク発見 シラク式土器 土器 拓本

11 13 岡山県 邑久郡牛窓町シラク発見 シラク式土器 土器 拓本

11 13 岡山県 邑久郡鹿忍町矢寄発見 シラク式土器 土器 拓本

11 13 岡山県 岡山県邑久郡長浜村字イソ発見 シラク式土器片 土器 拓本

11 13 岡山県 長瀬薫氏蔵 縄文土器 土器 拓本

11 13 岡山県 記載なし 土器拓本 土器 拓本

11 14 香川県 南草木貝塚 遠景 遺跡 写真

11 14 香川県 南草木貝塚 貝層 遺跡 写真

11 14 香川県 常金村 土器片 土器 拓本

11 14 香川県 府中中学校 土器片 S23.４.20 土器 拓本

11 14 香川県 府中中学校 土器片 S23.４.20 土器 拓本

11 14 香川県 小葛島 仁尾町小学校 S24.４.６ 土器 拓本

11 14 香川県 南草木 仁尾町小学校 S24.４.６ 土器 拓本

11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土遺物 土器・石器 拓本・写真

11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土土器 土器 拓本
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11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土土器 土器 拓本

11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土土器 土器 拓本

11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土土器 土器 拓本

11 15 福岡県 宗像郡鐘崎貝塚出土土器 土器 メモ

11 16 福岡県 桑野 土器 拓本

11 16 福岡県 桑野 土器 拓本

11 16 福岡県 桑野 土器 拓本

11 16 福岡県 桑野 土器 拓本

11 16 福岡県 宇佐部 土器 拓本

11 17 大分県 大分郡早水台 ピット群と集石 遺構 写真

11 17 大分県 大分郡早水台 ピット群 遺構 写真

11 17 大分県 大分郡早水台 ピット 遺構 写真

11 17 大分県 大分郡早水台 土層 遺構 写真

11 17 大分県 大分郡早水台 握槌 石器 写真

11 17 大分県 東縄 土層 遺構 写真

11 17 大分県 東縄 出土土器片 土器 写真

11 17 大分県 西国東郡高田下来縄 土器 拓本

11 17 大分県 西国東郡高田下来縄 土器 拓本

11 17 大分県 貝殻天神土器片 土器 拓本

11 18 大分県 大分県西国東郡河内村森貝塚 遠景 遺跡 写真

11 18 大分県 大分県西国東郡河内村森貝塚 貝層 遺構 写真

11 18 大分県 大分県西国東郡河内村森貝塚 出土土器 土器 写真

11 18 大分県
大分県西国東郡河内村森貝塚 出土骨角器・獣骨・石製

品

骨角器・

石製品
写真

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本
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11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 18 大分県 森貝塚出土土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 三養基郡西方丘陵出土土器底部 土器 拓本

11 19 佐賀県 戦場ケ谷出土 弥生式有紋土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 神崎郡戦場ケ谷出土 有紋土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 神崎郡戦場ケ谷出土 有紋土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 神崎郡戦場ケ谷出土 有紋土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 神崎郡内出土 弥生式土器 土器 拓本

11 19 佐賀県 神崎郡出土土器解説メモ 土器 メモ

11 20 宮崎県 西臼杵郡高千穂 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 宮崎郡爪生野権田 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 宮崎郡爪生野道径寺 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 東諸県郡高岡町花見 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 東諸県郡高岡町花見 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 西臼杵郡三ケ所村権現手 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 宮崎郡赤江村 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 西諸県郡加久美村 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 清武村加納 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 瓜生野柏田 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 瓜生野柏田 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 瓜生野柏田 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 瓜生野直行寺 土器片 土器 拓本

11 20 宮崎県 東諸県郡綾村尾立出土土器片 『原始文様集』ノ三 土器 図版

11 20 宮崎県 東諸県郡綾村尾立出土土器片 『原始文様集』ノ三 土器 図版

11 20 宮崎県 東諸県郡綾村発見縄文式土器 土器 絵葉書

11 20 宮崎県 東諸県郡綾村発見縄文式土器 土器 絵葉書

11 20 宮崎県 綾町尾立発見土器片 土器 写真

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本
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11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 尾立土器片 土器 拓本

11 21 宮崎県 菊地郡平真木村出土磨石斧・葛川村出土土版 石器・土製品 写真

11 22 鹿児島県 花岡村泉 土器片 土器 拓本

11 22 鹿児島県 肝属郡大姶良村 土器片 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 福山 土器 拓本

11 22 鹿児島県 肝属郡鹿屋町大字中名 土器残片拓影 『原始文様集』４ 土器 図版

11 23 鹿児島県 出水貝塚遠景 森氏 遺跡 写真

11 23 鹿児島県 寺師見國氏コレクション 土器片 土器 写真

11 23 鹿児島県 寺師見國氏コレクション 土器片 土器 写真

11 23 鹿児島県 小林市立東方中学校の石器 石器 写真

11 23 鹿児島県 大口市羽月川上流採集 石剣 寺師見國氏 石剣 写真

11 23 鹿児島県 大口市宮人大住第11号墳外側出土土器 寺師見國氏蔵 土器 写真

11 23 鹿児島県 大口市寺師見國氏コレクション 土器など 土器 写真

11 23 鹿児島県 大口市寺師見國氏コレクション 土器など 土器 写真

11 23 鹿児島県 小林市平瀬出土石鏃・小林氏橘八重出土石包刀 石器 写真

11 23 鹿児島県 指宿下仙田 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 指宿 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 指宿 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 指宿 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 出水貝塚 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 出水貝塚 土器片 土器 拓本

11 23 鹿児島県 大口市羽月川上流出土 石剣 石剣 拓本
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11 23 鹿児島県 市来 土器片 土器 拓本

11 24 ／ 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県
肥後国宇土郡轟村宮荘貝塚土器片拓影 『原始文様集』ノ

２
土器 図版

11 24 熊本県 御領貝塚 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県 御領貝塚 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県 御領貝塚 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県 御領貝塚 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県 御領貝塚 土器片 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 小林氏蔵 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 小林氏蔵 土器 拓本

11 24 熊本県 阿高貝塚 小林氏蔵 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡曽畑貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡曽畑貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡曽畑貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡曽畑貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡曽畑貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 上益城郡六嘉貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 下益城郡当尾大野貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 下益城郡当尾大野貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 八代郡有佐村大塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 八代郡有佐村大塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 葦北郡水俣町南福寺貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 葦北郡水俣町南福寺貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 玉名郡小天村貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡古保里貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 下益城郡豊福村宮島貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡轟貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡轟貝塚 土器片 土器 拓本

11 25 熊本県 宇土郡轟貝塚 土器片 土器 拓本
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11 25 熊本県 八代郡西平貝塚 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 磨製石斧 石器 写真

11 26 熊本県 ワクド石 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 ワクド石 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 ワクド石 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 ワクド石 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 ワクド石 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 合志村小岡 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 菊池郡清泉村三万田 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 柏木 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 北合志村 北原 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 七野尾 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 七野尾 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 七野尾 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 七野尾 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 轟 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 北合志村 湯ノ角(金鐘出土) 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 北合志村 藤原 土器片 土器 拓本

11 26 熊本県 合志村御手院 土器 拓本

11 27 ／ 近畿以西土器 土器 図版切抜

11 28 ／ 土器 土器 図版切抜

11 28 沖縄県 琉球崎樋川貝塚発見骨器及貝器
骨角器・貝製

品
絵葉書

11 29 福岡県 筑後国千年村若宮八幡社内神苑池中発見土器 土器 写真

11 29 熊本県 肥後轟 土器 拓本

11 29 熊本県 肥後曽畑貝塚 土器 拓本

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

11 29 熊本県 肥後阿高貝塚 土器片 土器 拓本・写真

12 １ 神奈川県 相模久里浜村茅山貝塚発見遺物 土器・石器 写真

12 １ 神奈川県 相模久里浜村茅山貝塚発見遺物・吉井貝塚発見遺物 土器・石器 写真

12 １ 神奈川県 初音村田戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村田戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村田戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 吉井出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村上高田出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 岩戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村三戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村三戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 初音村三戸出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本

12 １ 神奈川県 茅山貝塚出土土器 土器・石器 拓本
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12 ２ 神奈川県 相模大根村 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村新戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村新戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村新戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村新戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村下溝溝谷戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村下溝溝谷戸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 高座郡新磯村下溝中丸 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 土器片 土器 実測図

12 ２ 神奈川県 内郷村増原出土石棒 石棒 実測図

12 ２ 神奈川県 長谷川一郎氏蔵 土製台支 土製品 実測図

12 ２ 神奈川県 土偶 土偶 拓本

12 ２ 神奈川県 谷ケ原 土器片 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 川尻村（中期土器片） 土器 拓本

12 ２ 神奈川県 土偶 土偶 実測図

12 ２ 神奈川県 土器・石棒 土器・石棒 実測図

12 ２ 神奈川県 土製耳飾・石製品 耳飾・石製品 実測図

12 ３ 神奈川県 二宮町山西桜沢藤堂寺付近出土土器 土器 拓本

12 ３ 神奈川県 二宮町山西桜沢藤堂寺付近出土土器 土器 拓本

12 ３ 神奈川県 国府村西久保・山西茶屋出土土器 土器 拓本

12 ３ 神奈川県 釜野平谷出土土器 土器 拓本

12 ３ 神奈川県 中里上海（平石）出土土器 土器 拓本

12 ３ 神奈川県 中里上海（平石）出土土器 土器 拓本

12 ４ ／ 縄文含有層 S42.２.20 遺跡 写真

12 ４ ／ 土偶・土器出土状態 土偶・土偶 写真

12 ４ 神奈川県 富士見台貝塚骨角器 内野美三夫氏蔵 骨角器 写真

12 ４ 神奈川県 環状耳飾り・独鈷石出土状態
装身具・石製

品
写真

12 ４ 神奈川県 富士見台貝塚出土土器 完形 内野氏蔵 土器 写真

12 ４ 神奈川県 土器出土状態 土器 写真

12 ５ 千葉県 東金野井出土土器 土器 拓本

12 ５ 東京都
新聞切り抜き 毎日新聞 S35.５.３ 浅草雷門の再建

祝賀パレード
その他 新聞切抜

12 ６ 千葉県 河原塚貝塚① 貝層 遺構 写真

12 ６ 千葉県 河原塚貝塚② 土器出土状態 土器 写真

12 ６ 千葉県 河原塚貝塚③ 土器出土状態 土器 写真

12 ７ 千葉県 下総犢橋貝塚 東京人類学会記念写真 遺跡 写真

12 ７ 千葉県 下総犢橋貝塚 出土遺物（土器・石器・骨角器）
土器・石器・

骨角器
写真

12 ７ 千葉県 下総犢橋貝塚 発掘風景（遠景・近景） 遺跡 写真

12 ８ 千葉県 香取郡八却村向油田貝塚出土土器 S24.６ 土器 拓本

12 ８ 千葉県 香取郡八却村向油田貝塚出土土器 S24.６ 土器 拓本

12 ９ ／ 近景 貝層 遺跡 写真

12 ９ ／ 出土土器 土器 拓本

12 10 千葉県 堀ノ内貝塚出土土器 あさがお型深鉢 土器 写真

12 10 千葉県
堀ノ内貝塚 T６.11.23 人類学会遠足記念写真 出土

あさがお型深鉢
遺跡・土器 写真

12 10 千葉県 堀ノ内貝塚 近景 遺跡 写真

12 10 千葉県 堀ノ内貝塚出土土器（深鉢・浅鉢・手捏）・土器片 土器 写真・拓本

12 10 千葉県 堀ノ内貝塚出土土器・少年時代の大場博士 土器 写真・拓本

12 10 千葉県 甕形土器残欠 下総東葛飾郡国分村堀之内貝塚発見 土器 図版

12 11 千葉県 君津郡大久保貝塚近景・下根岸出土石器 遺跡・石器 写真

12 11 千葉県 旧宮崎社之助氏蔵品 石器・玉類 石器・装身具 写真

12 11 千葉県
天羽町寺尾台出土遺物（石器・玉類・土器片）田野美之

夫氏蔵 S２.３.３

石器・装身具

・土器
写真

12 12 千葉県 粟島台 記念撮影 S24.６.４、S24.６.12 遺跡 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 全景 S24.６ 遺跡 写真

12 12 千葉県 粟島台貝塚 貝層Ｄ地点 S25.10 遺構 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 スナップ S24.６.５～11 遺跡 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 スナップ S24.６.５～11 遺跡 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真
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12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 土器片 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 石鏃 石器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 石匙 石器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 石斧 石器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 石錘 石器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 石製品 石製品 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 A地点土器出土状態 S24.６ 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 A地点土器出土状態 S24.６ 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 C地点土器出土状態 S24.６ 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 C地点土器出土状態 S24.６ 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台遺跡 C地点土器出土状態 S24.６ 土器 写真

12 12 千葉県 銚子市荒野台遺跡遺物 土器片 S25.４.15 土器 写真

12 12 千葉県 粟島台 C地点竪穴住居跡実測図 S＝1/25 S24.６.15 遺構 実測図

12 12 千葉県
「粟島台遺跡発見自然遺物」『千葉県銚子市粟島台石器

時代遺跡調査報告』S27
その他 抜刷

12 12 千葉県 粟島台遺跡発見土器拓本 S24.６ 土器 拓本

12 13 千葉県 久保貝塚出土土器 土器 拓本

12 13 千葉県 久保貝塚出土土器 土器 拓本

12 13 千葉県 久保貝塚出土土器 土器 拓本

12 14 千葉県 安房神社境内古社付近発見遺物 土器片 土器 写真

12 14 千葉県 安房神社境内古社付近発見遺物 土器片 土器 写真

12 14 千葉県 鉈切神社 独木舟・土器・骨器
木製品・

土器・骨角器
絵葉書

12 14 千葉県 鉈切神社 土器 土器 拓本

12 14 千葉県 鉈切神社 土器 土器 拓本

12 14 千葉県 石斧 石器 実測図

12 14 千葉県 石斧 石器 実測図

12 14 千葉県 「天津小湊町松ケ鼻貝塚の先史地理」 神尾明正 貝塚 抜刷

12 15 茨城県 今鹿島出土石剣・土器 石水氏蔵他 石剣・土器 写真

12 15 茨城県 女方土器 土器 拓本

12 15 茨城県 今鹿島出土土器・土偶 水戸師範蔵 土器・土偶 拓本

12 15 茨城県 長光山付近出土縄文式土器 水戸高女蔵 土器 拓本

12 15 茨城県 長光山付近出土縄文式土器 水戸高女蔵 土器 拓本

12 15 茨城県 西茨城郡大原村小原友部泰次郎氏邸内出土土器 塙氏蔵 土器 拓本

12 15 茨城県 常磐村字袴塚区字下屋敷内発見土器 土器 拓本

12 15 茨城県 今鹿島・中別府出土勾玉 装身具 実測図

12 15 茨城県 苅間出土独鈷石 石製品 実測図

12 15 茨城県 猿島部出土独鈷石 石製品 実測図

12 16 神奈川県 相模諸磯 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模浦賀 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模久比里江戸坂貝塚 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模久比里江戸坂貝塚 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模久比里江戸坂貝塚 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模海老名 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模海老名 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模海老名 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模愛甲石田 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模愛甲石田 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模愛甲石田 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模津久井三沢 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模津久井三沢 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模寒川 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模寒川 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模寒川 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模高座産川 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模三ノ宮 土器 拓本
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12 16 神奈川県 相模三ノ宮 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模三ノ宮 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模津久井川尻三沢 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模海軍病院 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模高坂 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模愛甲伊勢原 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模愛甲 土器 拓本

12 16 神奈川県 相模浦賀江戸坂 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸所作 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸浮島 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸浮島 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸竹来 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸竹来 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸福田 土器・土偶・石斧・土層
土器・土偶・

石器・遺構
拓本・写真

12 17 茨城県 常陸椎塚 土器・遺物出土状態 土器・遺構 拓本・写真

12 17 茨城県 常陸福田椎塚 土器底部網代痕・スタンプ形土製品 土器・土製品 拓本

12 17 茨城県 常陸岩坪 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸鬼越 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸今鹿島吉沼 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸福田龍貝 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸椎塚下神石 土器 拓本

12 17 茨城県 常陸上高津 土器 拓本

12 18 千葉県 上総 土器 拓本

12 18 千葉県 上総 土器 拓本

12 18 千葉県 上総岩山 土器 拓本

12 18 千葉県 安房神社内 土器 拓本

12 18 千葉県 安房神社内 土器 拓本

12 18 千葉県 安房神社内 土器 拓本

12 18 千葉県 江見村軍 土器 拓本

12 18 千葉県 江見村軍 土器 拓本

12 18 千葉県 江見村軍 土器 拓本

12 18 千葉県 下総立木岩井 土器底部網代痕 土器 拓本

12 18 千葉県 上総余山 土器 拓本

12 18 千葉県 下総北相寺小絹 土器 拓本

12 18 千葉県 下総東金野井 土器 拓本

12 18 千葉県 下総小文間 土器 拓本

12 18 千葉県 下総小文間 土器 拓本

12 18 千葉県 下総北方 土器 拓本

12 18 千葉県 下総北方 土器 拓本

12 18 千葉県 下総北方 土器 拓本

12 18 千葉県 下総猿島森戸 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総堀ノ内 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総加曽利 土器 拓本

12 18 千葉県 下総立木 土器・土偶 土器・土偶
拓本・

スケッチ

12 18 千葉県 下総立木 土器・土偶 土器・土偶
拓本・

スケッチ

12 18 千葉県 下総立木 土器・土偶 土器・土偶
拓本・

スケッチ
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12 18 千葉県 下総立木 土器・土偶 土器・土偶
拓本・

スケッチ

12 19 千葉県 下総出土土器・石斧・獣骨・土偶・瓦 大野一郎氏所蔵

土器・石器・

獣骨・土偶・

瓦

写真

12 20 千葉県 海老ケ作貝塚出土土器 船橋市郷土資料館 土器 絵葉書

12 20 千葉県 高根木戸遺跡 遺跡鳥瞰・出土土器 船橋市郷土資料館 遺跡・土器 絵葉書

12 20 茨城県 真壁郡・新治郡・結城郡西茨城郡出土土器 土器 メモ・拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚 土器 拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚 土器 拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚 土器 拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚 土器 拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚 土器 拓本

12 20 神奈川県 川和 加カ原 土器 拓本

12 20 東京都 武蔵百草 土器 拓本

12 20 神奈川県 川和付近 土器 拓本

12 20 千葉県 江戸坂貝塚出土土器 土器 実測図

12 20 千葉県 江戸坂貝塚出土土器 土器 実測図

12 20 千葉県 江戸坂貝塚出土土器 土器 実測図

12 20 千葉県 江戸坂貝塚出土石器・骨角器 石器・骨角器 実測図

12 20 千葉県 江戸坂貝塚出土石斧 石器 実測図

12 20 千葉県 『日本石器時代土器文様拓本』 土器 冊子

13 １ 宮城県 宮城県栗原郡金本村出土土器 土器 拓本

13 ２ 新潟県 新潟県姉崎鍋屋町遺跡出土土器 土器 写真

13 ２ 新潟県 北蒲原郡・三島郡他出土石器・土器 畠山氏蔵品 石器・土器 写真

13 ２ 新潟県
石匙・石鏃（北蒲原郡小戸・板山・藤寄権限堂、三島郡

竹森出土）
石器 写真

13 ２ 新潟県
石棒（北蒲原郡滝谷、茨城県飯出貝塚・橋板よそうじ貝

塚出土）・有孔鍔付土器（北蒲原郡滝沢出土）
石棒・土器 写真

13 ２ 新潟県 鏡・岩版等 S26.８.11 長岡科学博物館にて拓本 鏡・石製品 拓本

13 ２ 新潟県
新潟県三島郡十二所出土 野崎出土土器 寺村氏蔵品

S26.８.12
土器 拓本

13 ２ 新潟県
新潟県三島郡十二所出土 野崎出土土器 寺村氏蔵品

S26.８.12
土器 拓本

13 ３ 新潟県
三島郡片貝町片貝出土壺形土器・籃胎漆器破片 S29.

11.27 吉原増夫氏蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
三島郡深才村藤橋出土香炉型・碗型土器 S29.11.28

長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
三島郡深才村藤橋出土香炉型・碗型土器 S29.11.28

長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
三島郡深才村藤橋出土香炉型・碗型土器 S29.11.28

長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
古志郡上塩谷村石倉出土土器（注口・碗・深鉢) S29.11.

28 長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
城ノ古出土土器片・石斧、四川宮公園出土壺形土器 十

日町公民館蔵 S29.11.26
土器・石器 写真

13 ３ 新潟県
塔崎出土甑、三十稲場出土鉢形土器 S29.11.28 長岡

博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
三島郡関原町馬高出土深鉢・十三稲場出土土器蓋・西越

村稲川出土土器蓋 S29.11.28 長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
中頸城郡明治村塔崎出土注口・深鉢 S29.11.28 長岡

博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県
船岡出土浅鉢・三島郡来迎寺村田賀屋敷出土深鉢 S29.

11.28 長岡博物館蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村城倉出土土器片 S29.11.26 十日町波間氏蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村城倉出土土器片 S29.11.26 十日町波間氏蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村城倉出土土器片 S29.11.26 十日町波間氏蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村城倉出土土器片 S29.11.26 十日町波間氏蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村城倉出土土器片 S29.11.26 十日町波間氏蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県
中魚沼郡各地出土石棒・土器片 十日町公民館蔵 S29.

11.26
石棒・土器 写真
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13 ３ 新潟県
中魚沼郡小千谷市・真人村 出土土器片 S29.11.27

足達吉治氏蔵
土器 写真

13 ３ 新潟県 津南町駒込屋敷田出土石器 十日町公民館蔵 土器 写真

13 ３ 新潟県 水沢村他出土石製品・土偶 十日町波間氏蔵 石製品・土偶 写真

13 ３ 新潟県 斐太村・吉川村他出土有孔円石・石棒 森成麟造氏蔵 石製品・石棒 写真

13 ３ 新潟県 明治村・泉村他出土玉類 森成麟造氏蔵 装身具 写真

13 ４ 富山県 石劒片 富山市早川氏蔵品 石剣 拓本

13 ４ 富山県 百塚・北代出土土器片 富山市早川氏蔵品 土器 拓本

13 ４ 富山県 朝日貝塚出土土器片 富山市早川氏蔵品 土器 拓本

13 ４ 富山県 中新川郡東加積村千鳥出土土器片 富山市早川氏蔵品 土器 拓本

13 ４ 富山県 中新川郡東加積村千鳥出土土器片 富山市早川氏蔵品 土器 拓本

13 ５ 新潟県 馬高遺跡近景・三十稲場遺跡近景 遺跡 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 土偶 土偶 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 三角涛型土製品 土製品 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 糸巻型三角土製品 土製品 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 深鉢 土器 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 土製耳飾 装身具 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 浅鉢・甕・壺 土器 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 火焔土器 土器 絵葉書

13 ５ 新潟県 馬高遺跡出土遺物 キャリパー型土器 土器 絵葉書

13 ５ 新潟県 三十稲場遺跡出土遺物 土偶・岩版・土製品・壺

土偶・石製品

・土製品・土

器

絵葉書

13 ６ 新潟県 越後関原 三十稲場・コロビ堂等出土土器片 土器 拓本

13 ６ 新潟県 越後関原 木の葉圧痕土器底部 土器 拓本

13 ６ 新潟県 越後長者ケ原出土土器片 糸魚川小学校蔵 土器 拓本

13 ６ 新潟県 スケッチ一綴り 土器 スケッチ

13 ７ 新潟県 佐渡小木長者ケ平・真野村新町藤塚出土遺物 土器片 土器 写真

13 ７ 新潟県 河崎村榎田出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 河崎村榎田出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 四日町遺跡出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 竹ノ花出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 金沢 二反田（庄ノ畑桑）出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 二見村立野出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 S22.10.22 宿根木 石田氏 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 小木小学校蔵 S22.10.21 土器 拓本

13 ７ 新潟県 長者ケ平出土土器 小木小学校蔵 S22.10.21 土器 拓本

13 ７ 新潟県 三ノ宮貝塚出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 三ノ宮貝塚出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 貝塚ノ貝塚出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 西ノ沢貝塚出土土器 土器 拓本

13 ７ 新潟県 佐渡金沢村大字中興二田遺跡出土石器 石器 写真

13 ７ 新潟県 佐渡畑野村三宮地籍宮遺跡出土石器 石器 写真

13 ７ 新潟県 佐渡新穂村竹ノ花遺跡出土石器 石器 写真

13 ７ 新潟県 『佐渡における縄文式土器について』 宮川睦 土器 レポート

13 ８ 山形県 寒河江町 土偶・石冠・土器・高瀬山経塚出土経筒
土偶・石製品

・土器・経筒
写真

13 ８ 山形県
寒河江町 高瀬山古墳石室・八幡原出土石斧・稔沢出土

石器
遺跡・石器 写真

13 ８ 山形県 寒河江町 高瀬山農場内経筒箆書き文字部分 経筒 拓本

13 ８ 山形県 平野山出土土器 S27.11.29 土器 拓本

13 ９ 新潟県 佐渡新穂村竹ノ花桂林 土器片 土器 写真

13 ９ 新潟県 佐渡金沢村中興二反田 土器片・石器・玉類
土器・石器・

装身具
写真

13 ９ 新潟県 佐渡金沢村中興二反田 土器片・石器・玉類
土器・石器・

装身具
写真

13 ９ 新潟県 佐渡畑野村三宮若宮 土器片・石器 土器・石器 写真
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13 ９ 新潟県 佐渡畑野村三宮若宮 土器片・石器 土器・石器 写真

13 ９ 新潟県 佐渡畑野 墨書土器・記念写真 土器 写真

13 10 群馬県 備足山 土器片 土器 拓本

13 10 群馬県 上野新田郡 土製品 船戸氏蔵 土製品 拓本

13 10 群馬県 群馬県勢多郡新田村新川蕪木出土土器片 土器 拓本

13 10 群馬県 群馬県勢多郡新田村新川蕪木出土土器片 土器 拓本

13 10 群馬県 群馬県勢多郡新田村新川蕪木出土土器片 土器 拓本

13 10 群馬県 群馬県新田郡桐生市広沢町賀茂山山の神 出土土器片 土器 写真

13 11 栃木県 那須郡発見土偶・縄文土器（深鉢） 土偶・土器 拓本・写真

13 11 栃木県 金田村長者平 土器片 平山助右衛門氏蔵 土器 拓本

13 11 栃木県 金田村長者平 土器片 平山助右衛門氏蔵 土器 拓本

13 11 栃木県 金田村長者平 土器片 平山助右衛門氏蔵 土器 拓本

13 11 栃木県 那須長者平 土器片 土器 拓本

13 12 群馬県 万座出土石棒 石棒 拓本

13 13 福島県 福島県石川郡泉村出土 石製模造品等 石製品 実測図

13 14 福島県 福島県岩瀬郡大屋村大里 石製品 石製品 実測図

13 15 岩手県 陸中鍬ヶ崎 土器片 土器 拓本

13 15 岩手県 岩手郡西山村西根 最下層 土器 土器 拓本

13 15 岩手県 白浜貝塚 No.１～４ 土器片 土器 拓本

13 16 ／ 大木囲 No.１～３ 土器片 土器 拓本

13 16 ／ 大木上 No.４，５ 土器片 土器 拓本

13 16 ／ 大木下 No.６～８ 土器片 土器 拓本

13 16 ／ 大木 No.９，10 土器片 土器 拓本

13 16 ／ 中津濱 No.１～３ 土器片 土器 拓本

13 17 秋田県 羽後庄内船岡 土器片 土器 拓本

13 17 秋田県 羽後秋田県北秋田郡下大野村八幡岱 石製品 石製品 実測図

13 18 岩手県 陸奥床舞 土製品・石鏃 土製品・石器 拓本・実測図

13 18 岩手県 二戸郡金田一村舌崎発見（最下層）注口土器 土器 拓本

13 18 岩手県 二戸郡一戸町字越田橋小字蒔前 皿形土器 土器 拓本

13 19 北海道
北海道常呂町１ 竪穴住居址 S39.５.２ 日本考古学

協会総会記念絵葉書
遺構 絵葉書

13 19 北海道

北海道常呂町２ 出土遺物（熊形骨製品・角製楽器・紡

錘車・土器) S39.５.２ 日本考古学協会総会記念絵葉

書

骨角器・土器 絵葉書

13 20 北海道
『本邦製金属器遺物を出土する北海道先史時代の一遺跡

を中心として』 北構保男
その他 レポート

13 21 北海道 千島択捉郡留別発見土器・北海道出土土器 土器 絵葉書

13 21 ／ 出土地不明 土器 土器 切抜

13 21 北海道 網走町出土土器 北見郷土研究会発行 土器 絵葉書

13 21 北海道
室蘭市絵鞆出土土器 『博物館年報』昭和９年度 北海

道出土土器（壺・碗・注口）
土器 図版

13 21 北海道
室蘭市絵鞆出土土器 『博物館年報』昭和９年度 北海

道出土土器（壺・碗・注口）
土器 図版

13 21 北海道 北朝鮮及び樺太発見 土器 『原始文様集』12 土器 図版

13 21 韓半島 朝鮮咸鏡北道雄基貝塚発見土器片 『原始文様集』９ 土器 図版

13 21 北海道 北海道発見鉢形土器 『原始文様集』４ 土器 図版

13 21 北海道 後志国余市郡川村発見壺形土器 『原始文様集』19 土器 図版

13 22 樺太 樺太フゴッペ出土土器 土器 拓本

13 22 樺太 樺太フゴッペ出土土器 土器 拓本

13 22 樺太 樺太洞居郡智車西海岸チラフナイブ 石斧 石器 実測図

13 23 群馬県 上野野 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野野 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野米岡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野米岡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野米岡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野米岡 土器片・土偶・土面・石棒・注口
土偶・土製品

・石棒・土器
拓本・写真

13 23 群馬県 上野五目牛・米岡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野花輪 石器 石器 実測図

13 23 群馬県 上野白沢・武蔵白石・上野大胡・八坂 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野新川 土器片 土器 拓本
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13 23 群馬県 上野新川 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野笠懸 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野大胡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野寄居・童子原・大胡 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野鶴ケ谷・野・山上・馬場 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野新里村野 土器 拓本

13 23 群馬県 上野前田原 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野前田原 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野笠懸・新里 土器片 土器 拓本・写真

13 23 群馬県 上野須永・寄居 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野清水・須永 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野遠原・香林、沢口 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野前田原・笠懸 土器片 土器 拓本・写真

13 23 群馬県 上野前峯・野 土器片 土器 拓本

13 23 群馬県 上野黒保根 土器片 土器 拓本

13 23 山形県 山形県飛島 土器片 土器 拓本

13 23 山形県 山形県飛島 土器・石器 土器・石器 写真

14 １ ／ 出土地不明 石鏃・石匙 石器 写真

14 １ ／ 村山Ｃ・Ｄ 石斧・土器 石器・土器 写真

14 １ ／ 出土地不明①～④ 土器片 土器 写真

14 １ ／ 出土地不明①～③ 土器片 土器 写真

14 １ 神奈川県 稲荷台・下末吉・女方・池ノ坂・貫井出土 土器・石器 土器・石器 写真

14 １ 埼玉県
池の坂貝塚・貫井貝塚出土 土器・石器 兵藤氏・山田

氏蔵
土器・石器 写真

14 １ 東京都 清瀬市野塩地区八幡神社付近出土 土器片 土器 写真

14 １ 東京都 野塩清水火の見櫓付近出土 弥生式土器片・土錘 土器・土製品 写真

14 １ 東京都 三沢 石製品 石製品 スケッチ

14 １ 東京都

昭和38年北多摩北郡総会調査資料 清瀬市方面 円福寺

附近出土石製品・大字野塩小字清水火の見櫓下遺跡出土

土器片・須恵器・土錘

石製品・

土器・土製品
写真

14 ２ ／ モモ核出土状態 植物遺存体 写真

14 ２ ／ 竪穴住居址 遺構 写真

14 ２ ／ 土器出土状態 土器 写真

14 ２ ／ モモ核・メモ 植物遺存体 写真

14 ３ 東京都 御殿山遺跡碑 作業風景 遺跡 写真

14 ３ 東京都 御茶ノ水の井 遺構 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 敷石住居址・竪穴住居址 遺構 写真

14 ３ 東京都 土器出土状態（埋設土器） 土器 写真

14 ３ 東京都 土器出土状態（埋設土器） 土器 写真

14 ３ 東京都 土器出土状態（埋設土器） 土器 写真

14 ３ 東京都 敷石住居実測風景 遺構 写真

14 ３ 東京都 １号住居址埋設土器 土器 写真・実測図

14 ３ 東京都 石斧・石鏃・石槍・剥片 石器 写真図版

14 ３ 東京都 発掘現場遠景・完形土器出土状態 遺跡・土器 写真

14 ３ 東京都 完形土器出土状態・Pit内遺物出土状態 土器 写真

14 ３ 東京都 竪穴住居址・敷石住居址 遺構 実測図版

14 ３ 東京都 土器 土器 写真・実測図

14 ３ 東京都 石器（石斧・石皿・石鏃等） 石器 実測図版

14 ３ 東京都 石器（石斧・石鏃等） 石器 写真図版

14 ４ 東京都
「木曾遺跡移管替通知書」26枚 (木曾遺跡出土遺物を町

田市郷土資料館に移管したときの書類）
その他 書類

14 ５ 東京都 五日市町高校内遺跡出土土偶 土偶出土状態 土偶 写真

14 ５ 東京都 五日市町高校内遺跡出土 土器・石錘・耳栓
土器・土製品・

石製品
写真

14 ６ ／ J二号－１ 住居址全景 遺構 写真

14 ６ ／ J二号－２ 住居址炉跡 遺構 写真
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14 ６ ／ J二号－３ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J二号－４ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J二号－５ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J三号－１ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J三号－２ 住居址炉跡 遺構 写真

14 ６ ／ J三号－３ 住居址炉跡 遺構 写真

14 ６ ／ J三号－４ 住居址全景 遺構 写真

14 ６ ／ J三号－５ 住居址全景 遺構 写真

14 ６ ／ J三号－６ 住居址炉跡 遺構 写真

14 ６ ／ J四号－１ 住居址全景 遺構 写真

14 ６ ／ J四号－２ 住居址炉跡・土器 遺構 写真

14 ６ ／ J四号－３ 住居址炉跡 遺構 写真

14 ６ ／ J四号－４ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J五号－１ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J五号－２ 住居址全景 遺構 写真

14 ６ ／ J五号－３ 土器出土状態・石器出土状態 土器・石器 写真

14 ６ ／ J五号－４ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J五号－５ 土器・石斧出土状態 土器・石器 写真

14 ６ ／ J五号－６ 土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J五号－７ 埋設土器出土状態 土器 写真

14 ６ ／ J五号－８ 住居址全景 遺構 写真

14 ７ 埼玉県 金井遺跡会議資料１冊 S48.３.20（写真・図添付） 遺跡 資料

14 ７ 埼玉県 金井遺跡調査収支決算報告書 その他 資料

14 ７ 埼玉県 金井遺跡 C地点 ピット群平面図 遺構 実測図

14 ８ 神奈川県
『神奈川県向ケ丘遊園地桝形山石器時代遺跡調査報告』

三島安精 付図・土器拓本２枚・石器実測図１枚
遺跡 レポート

14 ９ 東京都 明治神宮内発見石器（石皿・凸凹石など） 石器 写真

14 ９ 東京都 荏原郡入新井町大森ホテル内貝塚 貝層 遺構 写真

14 ９ 東京都 井草・雑色村中嶋出土土器 土器 拓本

14 ９ 東京都 権現台出土土器 土器 拓本

14 ９ 東京都 馬込貝塚出土土器 土器 拓本

14 ９ 東京都 立正大学 久ケ原礼仙出土土器 土器 拓本

14 ９ 東京都 善福寺出土 石斧 石器 実測図・写真

14 ９ 東京都 明治神宮内 石皿 石器 実測図

14 ９ 東京都 明治神宮内 凸凹石 石器 実測図

14 10 埼玉県 南埼玉武蔵小の宮出土土器片 土器 写真

14 11 東京都 小河内村河内出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 南多摩鶴川綾部・小河内村河内出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 南多摩南村小川ナヅナ原出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 南多摩南村成瀬西久保出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 峯開戸出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 綾部出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 広袴出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 広袴出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 広袴出土土器 土器 拓本

14 11 東京都 小河内村河内出土土器片 土器 拓本

14 11 東京都 日野東光寺出土土器片 立川民蔵氏 土器 拓本

14 12 神奈川県 横浜市内稲荷台発見土器 土器 写真

14 12 神奈川県 武蔵下末吉発見土器・石器・土偶頭部
土器・石器・

土偶
写真

14 12 神奈川県 武蔵下末吉発見土器・石器・土偶頭部
土器・石器・

土偶
写真

14 12 神奈川県 武蔵下末吉発見土器・石器・土偶頭部
土器・石器・

土偶
写真

14 12 神奈川県 横浜根岸ヒナリ貝塚出土土器・石器 土器・石器 写真

14 12 神奈川県 武蔵三沢貝塚出土土器・耳飾・土偶頭部
土器・装身具・

土偶

拓本・写真・

スケッチ

14 12 神奈川県 麻生亀井台（都築郡柿生村） 土器 拓本

14 12 神奈川県 川和カワ台 土器 拓本

14 12 神奈川県 程ケ谷 土器 拓本

14 12 神奈川県 金井青木台出土独鈷石 山田和一郎氏蔵 石製品 実測図
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14 12 神奈川県 武蔵都築郡山田村荏田赤田出土石斧 石器 実測図

14 12 神奈川県 青木町千本松発見土器 土器 スケッチ

14 13 埼玉県 石神貝塚１ 木兎土偶 土偶 絵葉書

14 13 埼玉県 石神貝塚２ 滑車型耳飾・安行Ⅱ式土器 土器・装身具 絵葉書

14 13 埼玉県 石神貝塚３ 土版・石斧・石錘・土匙・貝輪
土製品・石器

・貝製品
絵葉書

14 14 千葉県 松戸① 土器片・磨製石斧 土器・石器 写真

14 14 千葉県 松戸② 復元土器・紡錘車・玉類 土器・装身具 写真

14 14 千葉県 松戸③ 土器片 土器 写真

14 15 千葉県 真福寺貝塚１ 貝層・獣骨出土状態 S27.６.27～30 遺構・獣骨 写真

14 15 千葉県
真福寺貝塚２ 鍬入式 獣骨角・貝輪出土状態 S27.

６.28～30
獣骨・貝製品 写真

14 15 千葉県
真福寺貝塚３ 土器・獣骨・耳飾出土状態・遺跡遠景

S27.６.28～29
土器・土製品 写真

14 16 神奈川県
子母口貝塚発掘風景・瀧沢滂山池・瀧沢出土遺物（耳飾・

石錘・土版など）
遺跡・遺物 写真

14 16 神奈川県 折本貝塚出土土器 土器 写真

14 16 ／ 写真焼増し明細袋（大場先生宛て） その他 袋

14 17 埼玉県 縄文土器・石棒 武蔵中氷川神社蔵 土器・石棒 写真

14 17 埼玉県 土器・石器 コマ村加藤喜代次郎氏蔵品 土器・石器 写真

14 17 埼玉県 高麗村台① 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台② 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台③ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台④ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台⑤ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台⑥ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台⑦ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高麗村台・入間郡秋津 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社① 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社② 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社③ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社④ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑤ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑥ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑦ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑧ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑨ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 三社⑩ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 川越付近藤間東 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 高坂・ツルセ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父高篠 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来① 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来② 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来③ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来④ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来⑤ 土器片 土器 拓本

14 17 埼玉県 秩父横瀬苅来⑥ 土器片 土器 拓本

14 18 東京都 拝島町竜津寺出土石棒・林ノ上出土壺 石棒・土器 写真

14 18 東京都 『石器時代に於ける西多摩地方の概観』 松井新一 遺跡 レポート

14 18 神奈川県
『武蔵下沼部貝塚―特に出土品の新例について―』 中

村春壽
遺跡 レポート

14 18 神奈川県 『矢上谷戸の諸磯式土器』 篠崎善之助 土器 レポート

14 19 東京都 武蔵南多摩南村西久保 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵南多摩成瀬（南村） 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本
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14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 東京都 武蔵峯開戸 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵入間郡扇町谷 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵南埼玉・黒浜・浦和・川角・大宮 土器片 土器 拓本・写真

14 19 埼玉県 武蔵詳雲寺山 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵篠原 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵小机 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵秩父 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵秩父 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵秩父 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵秩父寄居 土器片・石器・石棒
土器・石器・

石棒

拓本・

絵葉書・写真

14 19 埼玉県 武蔵下管田 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵下管田 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵高田 土器片・石器 土器・石器
拓本・

スケッチ

14 19 埼玉県 武蔵雪ケ谷 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵下沼部 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵本牧 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵黒谷 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵黒谷 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵入間鶴瀬付近 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵入間鶴瀬付近 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵入間鶴瀬付近 土器片 土器 拓本

14 19 埼玉県 武蔵平台 遠景・立石・石鏃 遺跡・石器 写真

14 19 神奈川県 武蔵程ケ谷（保土ケ谷） 土器片・石器 土器・石器
拓本・写真・

スケッチ

14 19 神奈川県 武蔵程ケ谷（保土ケ谷） 土器片・石器 土器・石器
拓本・写真・

スケッチ

14 19 神奈川県 武蔵程ケ谷（保土ケ谷） 土器片・石器 土器・石器
拓本・写真・

スケッチ

14 19 神奈川県 武蔵程ケ谷（保土ケ谷） 土器片・石器 土器・石器
拓本・写真・

スケッチ

14 19 神奈川県 武蔵程ケ谷（保土ケ谷） 土器片・石器 土器・石器
拓本・写真・

スケッチ

14 19 神奈川県 武蔵仏向 土器片 土器 拓本

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵下末吉 土器片・貝輪・骨角器・遺跡遠景
土器・骨角器・

貝製品

拓本・スケッ

チ・写真

14 19 神奈川県 武蔵上末吉 土器片 土器
拓本・

図版切抜

14 19 神奈川県 武蔵下末吉別所 遺跡遠景・近景 遺跡 写真

14 19 神奈川県 武蔵金谷新里御堂内 土器片・耳飾 土器・装身具 写真・拓本

14 19 神奈川県 武蔵御堂谷 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩横山・狭間 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩横山 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩横山 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩横山村 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩横山村 石器 石器 実測図

14 20 東京都 武蔵南多摩恩方 土器片・石製品 土器・石製品
拓本・

スケッチ
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14 20 東京都 武蔵南多摩元八王子 土器片・石製品 土器・石製品
拓本・

スケッチ

14 20 東京都 武蔵南多摩小宮 土器片・石器 土器・石器
拓本・

スケッチ

14 20 東京都 武蔵南多摩小宮 土器片・石器 土器・石器
拓本・

スケッチ

14 20 東京都 武蔵南多摩小宮兵取山 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩由井 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩由井 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩由井 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵八王子付近 土器・石器・鏡・刀子・馬具
土器・石器・

鏡・馬具
写真

14 20 東京都 武蔵綾部 土器片 土器 実測図・拓本

14 20 東京都 武蔵綾部 土器片 土器 実測図・拓本

14 20 東京都 武蔵綾部 土器片 土器 実測図・拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩鶴川村広袴 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩鶴川村広袴 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩柿生村富士塚 土器片 土器
拓本・

スケッチ

14 20 東京都 武蔵南多摩柿生村富士塚 土器片 土器
拓本・

スケッチ

14 20 東京都 武蔵南多摩川口 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵南多摩加住 石棒 石棒 実測図

14 20 神奈川県 武蔵三沢 把手 土器 スケッチ

14 20 神奈川県 武蔵横浜 土器片・石器 土器・石器 写真・拓本

14 20 埼玉県 武蔵下管田 遺跡・土器・石器・石製品
土器・石器・

石製品

写真・

スケッチ

14 20 神奈川県 武蔵新羽 土器片 土器 拓本

14 20 神奈川県 武蔵西ケ谷 土器片 土器 拓本

14 20 神奈川県 武蔵西ケ谷 土器片 土器 拓本

14 20 神奈川県 武蔵程ケ谷 土器片 土器 拓本

14 20 神奈川県 武蔵仏向 土器片 土器 拓本

14 20 神奈川県 武蔵下沼部 土器片・遺跡遠景 土器・遺跡 拓本・写真

14 20 東京都 武蔵東山 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵東山 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵下目黒 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵下目黒 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵西ケ原 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵西ケ原 土器片 土器 拓本

14 20 東京都 武蔵西ケ原 埴輪片 埴輪 実測図

14 20 東京都 武蔵野方 土器片 土器
スケッチ・

拓本

14 20 埼玉県 武蔵大宮 土器片 土器 拓本

14 20 埼玉県 武蔵小貝戸 土器片 土器 写真・拓本

15 １ 東京都 顔面付奇形縄文土器（杉並区新町） 土器 写真

15 １ 東京都 顔面付奇形縄文土器（杉並区新町） 土器 写真

15 ２ 東京都 拝島町林ノ上遺跡出土土器片 土器 写真

15 ２ 青森県 青森県館平遺跡出土白浜式尖底土器 土器 図版・絵葉書

15 ２ 青森県 青森県館平遺跡出土白浜式尖底土器 土器 図版・絵葉書

15 ２ 神奈川県 横浜市南区六つ川町大丸出土稲荷台式尖底土器 土器 絵葉書

15 ２ 茨城県 茨城県地蔵窪貝塚出土茅山式土器 土器 絵葉書

15 ２ 広島県 備後宮脇遺跡出土早期縄文土器 土器 絵葉書

15 ２ 広島県 備後の縄文土器１ 宮脇遺跡・馬取遺跡 土器 絵葉書

15 ２ 広島県 備後の縄文土器２ 宮脇遺跡・馬取遺跡 土器 絵葉書

15 ２ 広島県 備後の縄文土器３ 宮脇遺跡・馬取遺跡 土器 絵葉書

15 ３ 神奈川県 武蔵下末吉貝塚発見注口土器 土器 写真
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15 ３ 神奈川県 武蔵下末吉貝塚・常陸福田貝塚発見注口土器 土器 写真・絵葉書

15 ３ ／ 出土地不明 異形台付土器 土器 実測図

15 ３ 千葉県 下総貝塚村貝塚発見土器 土器 絵葉書

15 ３ 千葉県 堀之内貝塚発見急須形土器 上羽貞吉氏蔵 土器 図版

15 ３ 千葉県 堀之内貝塚発見急須形土器 上羽貞吉氏蔵 土器 図版

15 ３ 千葉県 加曽利貝塚発見鉢形土器 土器 図版

15 ３ 東京都 東京日暮里谷中延命院貝塚発見注口土器 三宅米吉氏蔵 土器 図版

15 ３ 神奈川県 南境貝塚出土壺形土器 土器 絵葉書

15 ３ 神奈川県 横浜市青木町沢渡谷出土注口・武蔵下末吉貝塚出土注口 土器 絵葉書

15 ３ 茨城県 常陸福田発見土瓶形土器 土器 図版

15 ３ 茨城県 常陸椎塚発見土瓶形土器 土器 図版

15 ３ 茨城県 常陸福田発見鉢形土器 土器 図版

15 ３ 茨城県 常陸陸平発見鉢形土器 土器 図版

15 ４ 埼玉県 異形台付土器 埼玉県本庄町 橋本氏蔵 土器 写真

15 ４ ／ 異形台付土器 土器 写真

15 ４

神奈川県･

茨城県・

青森県

下沼部貝塚異形台付土器 吉田柊氏より・常陸福田発見

鉢形土器・陸奥亀ヶ岡発見香炉形土器
土器 写真・絵葉書

15 ４ 青森県 青森県中津軽郡裾野村 人物装飾の長頸壺 土器 絵葉書

15 ４ 茨城県 茨城福田貝塚出土土瓶形土器・異形土器 土器 図版

15 ４ 茨城県 茨城県薬師台発見土瓶形土器 土器 図版

15 ４ 宮城県 陸前国桃生郡前谷地村発見香炉型土器 土器 図版

15 ４ 宮城県 陸前国桃生郡前谷地村発見香炉型土器 土器 図版

15 ４ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十面沢発見鳥形土器 土器 図版

15 ４ 茨城県 常陸陸平出土U字形土器 人類学教室蔵 土器 図版

15 ５ 茨城県 常陸新治郡中家上高津出土 鉢形土器 土器 写真

15 ５ 千葉県 千葉印旛郡久住荒海貝塚出土 注口土器 土器 写真

15 ５ 千葉県 香取郡神里村木ノ内貝塚 土器
写真・拓本・

実測図

15 ５ 千葉県 香取郡神里村木ノ内貝塚出土土器 土器 拓本

15 ５ ／ 台付鉢形土器 土器 写真

15 ５ 茨城県
常陸国木原町出土 台付注口土器・長泉町中峰土器・諸

磯式土器
土器

写真・

図版切抜

15 ５ 神奈川県 下末吉 台付土器 土器 写真

15 ５ 茨城県
茨城県北相馬郡文間村小文間貝塚出土鉢形土器・常陸国

稲敷郡高田村椎塚貝塚出土鉢形土器
土器 絵葉書

15 ５ 千葉県 椎塚貝塚鉢形土器・余山貝塚特異形土器 土器 絵葉書

15 ５ 千葉県 福田貝塚・余山貝塚 台付土器 土器 絵葉書

15 ５ 千葉県 福田貝塚 鉢形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 東金野井貝塚出土注口土器 土器 図版

15 ５ 宮城県 前谷地宝ヶ峯発見急須形土器 土器 図版

15 ５ 茨城県 木原村 鉢形土器 土器 図版

15 ５ ／ 皿形土器文様 土器 図版

15 ５ 千葉県 椎塚貝塚・福田貝塚 土器 絵葉書

15 ５ 千葉県 椎塚貝塚・福田貝塚 土器 絵葉書

15 ５
千葉県・

東京都
椎塚貝塚出土深鉢・大森貝塚出土小形壺 土器 絵葉書

15 ５ 千葉県 下総国海上郡余山出土 方形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 下総国東葛飾郡河間村大字東金野井発見土瓶形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 下総国東葛飾郡国分村大字堀ノ内発見土瓶形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 下総国海上郡海上村字余山発見方形鉢形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 下総国千葉郡椎名村小金沢六通発見鉢形土器 土器 図版

15 ５ 宮城県 陸前国牡鹿郡稲井村大字沼津発見鉢形土器 土器 図版

15 ５ 宮城県 陸前国牡鹿郡稲井村大字沼津発見鉢形土器 土器 図版

15 ５ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村大字十腰内発見皿形土器 土器 図版

15 ５ 宮城県 陸前国宮城郡七ケ浜村要害大木囲発見皿形土器 土器 図版

15 ５ 神奈川県 武蔵国橘樹郡程ケ谷町大字帷子中原発見土瓶形土器 土器 図版

15 ５ 茨城県 常陸国新治郡中家村大字小松発見台形土器 土器 図版

15 ５ ／ 瓢形土器 発見地未詳 土器 図版

15 ５ ／ 壺形土器 発見地未詳 土器 図版

15 ５ 宮城県 陸前国桃生郡前谷地宝ケ峯発見壺形土器 土器 図版

15 ５ 宮城県 陸前国桃生郡前谷地宝ケ峯発見壺形土器 土器 図版
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15 ５ 山形県 羽前国最上郡古口村大字古口字猪鼻発見土器残欠 土器 図版

15 ５ 岩手県 陸中国胆沢郡小鳥谷発見壺形土器 土器 図版

15 ５ 茨城県 常陸国稲敷郡阿波村阿波 鉢形土器 土器 図版

15 ５ 千葉県 下総堀内貝塚 急須形土器 土器 図版

15 ６ 茨城県 行方郡大和村岡平貝塚深鉢形土器・鹿島町神野貝塚土偶 土器・土偶 写真

15 ６ ／ 中期土器（日本原始文化と一緒に） 土器 写真

15 ６ 東京都 国立町谷保南養寺裏 土器 写真

15 ６ 東京都 国立町谷保出土土器 土器 写真

15 ６ 東京都 国立町谷保出土顔面付土器 土器 写真

15 ６ 長野県 長野県茅野市尖石考古館 有孔鍔付土器 S43.10.28 土器 写真

15 ６ 東京都 町田市上小山田トキワ台第22号地出土注口土器 土器 写真・実測図

15 ６ 東京都 国分寺町多喜窪出土土器 土器 写真

15 ６ 東京都 国分寺町多喜窪出土土器 土器 写真

15 ６ 静岡県 伊豆三島町徳倉・伊豆田方田中三福出土中期土器 土器 写真

15 ６ 長野県 長野県西筑摩郡新開村字黒川ハンマイ場発見土器 土器 写真

15 ６ 長野県 長野県伊那市富県御殿場遺跡11号住居址出土土器 土器 写真

15 ６ 長野県
長野県東筑摩郡山形村竹田発見烙炉形土器・塩尻町上西

條発見双口土器
土器 写真

15 ６ 富山県 富山県朝日貝塚 上山田式土器 土器 図版

15 ６ ／ 石器時代土器 川岸小学校蔵・今井氏蔵 土器 図版

15 ６ 新潟県 １面杜 津南町沖ノ原遺跡 馬高式土器 土器 図版切抜

15 ６ 長野県 信濃上伊那郡伊那町・陸奥三戸郡倉石村出土土器 土器 絵葉書

15 ６ 神奈川県 神奈川県高座郡新磯村字勝坂・荻窪発見深鉢 土器 絵葉書

15 ６ 長野県 長野県諏訪郡豊平村尖石出土加曽利 E式深鉢形土器 土器 絵葉書

15 ６ 東京都 杉並区下高井戸三丁目出土深鉢形土器 土器 絵葉書

15 ６ 長野県 尖石遺跡・東筑摩郡山形村下原出土中期深鉢形土器 土器 絵葉書

15 ６ ／ 勝坂式深鉢形土器（出土不明） 土器 図版

15 ６ ／ 甕形土器(1) 帝室博物館蔵 土器 図版

15 ６ ／ 甕形土器(2) 拓本 土器 図版

15 ６ 長野県 甕形土器 信濃国上伊那郡伊那町大字御園字宮前発見 土器 図版

15 ７ 東京都 西多摩郡西多摩村字羽小学羽ケ田土器出土状態 土器 写真

15 ７ 東京都 西多摩郡調布村駒木野土器出土状態 土器 写真

15 ７ 東京都 西多摩郡調布村駒木野出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 南多摩郡川口村楢原出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都
府中中野町字野方下沼袋禅定院付近出土土器・南多摩郡

川口村字楢原出土中期土器
土器

写真・新聞切

抜

15 ７ 東京都 楢原出土中期土器 土器 版下

15 ７ 東京都 楢原・吉野村・羽ケ田出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 多西村草花出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 多西村草花出土土器・石器 土器・石器 写真

15 ７ 東京都 草花前２号住宅 出土 炉使用土器類 土器 写真

15 ７ 東京都 西多摩郡吉野村杉ノ平出土土器 土器 写真

15 ７ 東京都 楢原・草花出土土器 土器 写真

15 ８ 静岡県 下田貝塚入口附近出土時 桜ケ岳 諸磯式土器 土器 写真

15 ８ 神奈川県 武蔵折本貝塚出土土器 土器 写真

15 ８ 神奈川県 武蔵折本貝塚出土土器 土器 写真

15 ８ 神奈川県 矢上谷戸貝塚・折本貝塚出土深鉢形土器 土器 写真

15 ８ 宮城県 宮城県桃生郡小野村川下り貝塚出土鉢形土器 土器 絵葉書

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品１ 深鉢 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品２ 浅鉢 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品３ 壺形土器 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品４ 深鉢口縁部 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品５ 深鉢 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品６ 深鉢 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品７ 深鉢 土器 写真

15 ９ ／ I.C.U. 所蔵品８ 浅鉢・土製品 土器・土製品 写真
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15 10
東京都・

栃木県
綾瀬村栗崎・下野国下都賀郡藤岡町大字藤岡篠山 遺跡 写真・絵葉書

15 10 青森県 青森県三戸郡是川村中居貝塚出土円筒土器 土器 絵葉書

15 11 長野県 木曾新開村黒川出土深鉢形土器 土器 写真

15 11 東京都
立川市羽衣町火葬場付近出土深鉢・国立町谷保南養寺裏

出土深鉢
土器 写真

15 11 ／ 加曽利Ｅ深鉢形土器 土器 写真

15 11 岐阜県 岐阜大野郡上宝村大字岩井戸出土釣手土器 土器 写真

15 11 茨城県 茨城県西茨城郡両引村阿部田出土土器片 土器 写真

15 11 岐阜県 吉城郡古川町塔ノ前出土深鉢形土器 土器 写真

15 11 岐阜県 大野郡久々野村渚 縄文壺形土器 土器 写真

15 11 東京都 世田谷区大蔵遺跡出土深鉢・浅鉢形土器 土器 写真

15 11 東京都 上目黒発見 深鉢形土器 土器 写真

15 11 東京都 上目黒東山発見 深鉢形土器・浅鉢 土器 写真

15 11 東京都 上目黒東山・馬込発見 深鉢形土器 土器 写真

15 11 茨城県 常陸石岡発見 深鉢形土器 土器 写真

15 11 東京都 国分寺恋ケ窪竪穴住居址出土土器 土器 実測図・図版

15 11 岐阜県 飛驒国吉城郡古川町上町 甕形土器 土器 図版

15 11 ／ 高 形装飾土器 土器 図版

15 11 広島県 広島県松永市下迫貝塚 深鉢形土器 土器 絵葉書

15 11 東京都 東京都文京区神明町貝塚 円筒深鉢形土器 土器 絵葉書

15 11 宮城県 宮城県牡鹿郡荻浜村田代島出土 深鉢形土器 土器 絵葉書

15 11
茨城県・

山梨県

常陸国新治郡土浦町付近出土深鉢・甲斐国東八代郡岡村

銚子原出土深鉢
土器 絵葉書

15 11 神奈川県 横浜市本牧町発見壺形土器 土器 図版

15 11 宮城県 陸前国宮城郡浦戸村字桂島発見鉢形土器 土器 図版

15 11 宮城県 陸前国牡鹿郡石巻町発見甕形土器残欠 土器 図版

15 11 宮城県 陸前国牡鹿郡荻浜村田代浜発見甕形土器 土器 図版

15 11 宮城県 陸前国桃生郡宮戸村里浜発見瓶形土器 土器 図版

15 11 青森県 陸奥国三戸郡倉石村大字中市発見甕形土器 土器 図版

15 12
長野県・

新潟県

上伊那郡宮田村中越木島式手捏土器・新潟県沖ノ原遺跡

出土中期大深鉢
土器 写真・絵葉書

15 12 新潟県 馬高式土器 土器 図版

15 12 新潟県 馬高式土器 土器 図版

15 12 新潟県 火焔土器 土器 図版

15 12 ／ 注口土器の形式分類 土器 表

16 １ 宮城県 亘理町椿貝塚１ 注口土器 土器 写真

16 １ 宮城県 亘理町椿貝塚２ 異形台付土器 土器 写真

16 １ ／ 壺形土器 土器 図版切抜

16 １ ／ 注口土器 土器 実測図

16 １
秋田県・

青森県

羽後国麻生発見壺形土器・陸奥国亀が岡発見瓶形土器東

京国立博物館蔵
土器 図版

16 １ 秋田県 羽後国寺内村発見鉢形土器 東京国立博物館蔵 土器 図版

16 １
岩手県・

青森県

陸中国下河原発見鉢形土器、陸奥国亀が岡発見片口形土

器
土器 図版

16 １ 青森県 陸奥十腰内・後志国川村発見鉢形土器 土器 図版

16 １ 東京都 武蔵大森・西ケ原 Ｙ字文様土器 土器 図版

16 １
茨城県・

青森県

常陸陸平貝塚・陸奥国十腰内 注口土器 東京国立博物

館蔵
土器 絵葉書

16 １ 岩手県 岩手県出土 浅鉢形土器 土器 拓本

16 １ 青森県 亀が岡出土 高 形土器 久原房之助氏蔵 土器 絵葉書

16 １ 青森県 十腰内 注口土器 久原房之助氏蔵 土器 絵葉書

16 １ 青森県
陸奥国十面沢出土鉢形土器 人類学教室蔵・十腰内出土

鉢形土器
土器 絵葉書・写真

16 １ 岩手県 岩手県二戸郡雨滝遺跡出土 塗彩壺形土器 土器 絵葉書

16 １
秋田県・

青森県

羽後国北秋田郡七座村麻生出土台付鉢・亀が岡出土カメ

形 人類学教室蔵
土器 絵葉書

16 １ 青森県 陸奥国二戸郡福岡町 深鉢形土器 土器 絵葉書

16 １ 青森県 中津軽郡高杉村出土 注口土器 土器 絵葉書

16 １ 青森県 陸奥国砂沢溜池 鉢形土器 土器 絵葉書

16 １ 宮城県 宮城県山王遺跡Ⅳ層出土 壺形土器・注口・壺形土器 土器 図版切抜
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16 １ 茨城県 常陸国稲敷郡大須賀村大字福田字薬師台発見家形土器 土器 図版

16 １ ／ 鉢形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国西津軽郡館岡村亀が岡 急須形土器・瓶形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国西津軽郡館岡村亀が岡 急須形土器・瓶形土器 土器 図版

16 １ 北海道 釧路出土鉢形土器・函館出土壺形土器 土器 図版

16 １ 秋田県 羽後国北秋田郡落合村羽根山出土瓶形土器 土器 図版

16 １ 秋田県 羽後国北秋田郡落合村羽根山出土瓶形土器 土器 図版

16 １ 秋田県 羽後国北秋田郡落合村羽根山出土 皿形土器 土器 図版

16 １
青森県・

岩手県
亀が岡発見壺形土器・陸中水沢 土器 図版

16 １ ／ 台形土器・土器脚部 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十面沢壺形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十面沢壺形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十面沢瓶形土器 土器 図版

16 １ 宮城県 陸奥国桃生郡前谷地宝ケ峰皿形土器 土器 図版

16 １ 宮城県 陸奥国桃生郡前谷地宝ケ峰急須形土器 土器 図版

16 １ 宮城県 陸奥国桃生郡前谷地村発見急須形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十腰内 急須形土器・皿形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十腰内 急須形土器・皿形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国中津軽郡裾野村十腰内附近発見急須形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国発見カ 鉢形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国発見カ 鉢形土器 土器 図版

16 １ 青森県 陸奥国発見カ 壺形土器 土器 図版

16 １ 青森県 壺形土器残欠其他 東北大学蔵 土器 図版

16 １ 青森県 陸前国南津軽郡発見壺形土器 土器 図版

16 １ 青森県 瓶形土器 土器 図版

16 １ 宮城県 陸前沼津貝塚 土器残欠 土器 図版

16 １ 宮城県 陸前国石巻 皿形土器 土器 図版

16 ２ 青森県
「亀が岡式土器様式に於ける粗製土器の考察―東北北部

に於ける縄文時代終末の様相―」 鈴木克彦
土器 原稿

16 ２ 青森県 付図版 粗製土器型式分類 土器 実測図

16 ２ 青森県 付図版 写真１ 土器 写真

16 ２ 青森県 付図版 写真２ 土器 写真

16 ２ 青森県 付図版 写真３ 土器 写真

16 ２ 青森県 付図版 写真４ 土器 写真

16 ３ 岐阜県 大野郡清見村牧ケ洞上岩野 猿面・猪頭・梟把手他 土器 写真

16 ３ 岐阜県 大野郡丹生川村大字根方出土 人面把手 土器 写真

16 ３ 神奈川県 武蔵国橘樹郡下末吉貝塚発見 顔面把手 土器 スケッチ

16 ４ 静岡県 遠江榛原郡上川根村千頭山王 耳飾 千頭小学校蔵 装身具 写真・拓本

16 ４ 神奈川県 下末吉宝泉寺台小千塚貝塚 土錘 土製品 写真

16 ４

北海道・

福島県・

茨城県・

長野県

北海道・信濃・磐城・常陸各地 土製紡錘車 土製品 絵葉書

16 ５ 千葉県 余山貝塚 注口土器 土器 写真・実測図

16 ５ 千葉県 余山貝塚 釣鉢形土器 土器 写真・実測図

16 ５ 千葉県 余山貝塚 深鉢形土器 土器 写真・実測図

16 ５ 茨城県 小山田トキワ台 円筒形土器 土器 写真・実測図

16 ５ 青森県 是川遺跡 浅鉢 土器 写真・実測図

16 ５ ／
参考資料説明「縄文式土器の実測展開写真集成と文様研

究要旨」
土器 原稿・封筒

16 ５ ／ 「縄文土器の施文手順」 浅川利一 土器 抜刷

16 ６ 東京都
武蔵南多摩郡横山村椚田村字峰開戸・亀が岡 彩文壺形

土器
土器 写真

16 ６ 山梨県 皆島神社付近発見人面把手 土器 写真

16 ６ 山梨県 山梨県北巨摩郡藤井村坂井出土獣面把手 土器 写真

16 ６ ／ 釣手形土器 土器 写真

16 ６ 東京都 立川市羽衣町火葬場付近出土 顔面把手 土器 写真

16 ６ 東京都 立川市羽衣町火葬場付近出土 顔面把手 土器 写真

16 ６
山梨県・

長野県
山梨上宿出土注口土器・長野竹ノ上出土顔面把手 土器 図版

16 ６ 長野県 信濃諏訪郡発見顔面把手 土器 図版
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16 ６ ／ 土器把手 顔面把手 土器 図版

16 ６ 神奈川県 神奈川県高座郡勝坂 顔面把手 土器 絵葉書・写真

16 ６
長野県・

山梨県
信濃・甲斐出土顔面把手 土器 絵葉書

16 ７ 千葉県 余山貝塚 深鉢形土器 土器 写真

16 ７ 千葉県 余山貝塚 浅鉢・壺形土器・土偶頭部 土器 写真

16 ７ 千葉県 下総国海上郡余山 浅鉢形土器 土器 図版

16 ７ 千葉県 余山貝塚・立木貝塚 鉢形土器 土器 絵葉書

16 ７ 千葉県 下総国千葉市園生長者山 椀形土器 土器 絵葉書

16 ８ 埼玉県 埼玉大宮氷川神社境内発見 注口土器 土器 写真

16 ８ 埼玉県
埼玉県川口市石神貝塚 安行Ⅱ式土器 立正大学考古資

料絵葉書第三輯
土器 絵葉書

16 ８ 広島県 備後馬取貝塚 晩期深鉢形土器 土器 絵葉書

16 ８ 広島県 備後馬取貝塚 晩期深鉢形土器 土器 絵葉書

16 ８ 広島県 備後馬取貝塚 晩期深鉢形土器 土器 絵葉書

16 ８ 広島県 備後馬取貝塚 晩期深鉢形土器 土器 絵葉書

16 ８ 広島県 備後馬取貝塚 晩期深鉢形土器 土器 絵葉書

16 ８ ／ 各種縄文土器 土器 版下

16 ８ 茨城県 常陸国稲敷郡福田貝塚 注口土器 土器 図版

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点異形台付土器移管替通知書 土器 書類

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点異形台付土器移管替通知書 土器 書類

16 ９ 東京都 鶴川遺跡 異形台付土器 土器 写真

16 ９ 東京都 鶴川遺跡 異形台付土器 土器 写真

16 ９ 東京都 鶴川遺跡 異形台付土器 土器 写真

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点１ 浅鉢実測図 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点２ 浅鉢・高 実測図 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点３ 甕形土器・異形台付土器 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点４ 深鉢 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点５ 異形台付土器 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点６ 異形台付土器 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点７ 深鉢 土器 実測図

16 ９ 東京都 鶴川遺跡M 地点８ 深鉢 土器 実測図

16 10 東京都 東京都下馬・久ケ原・庄仙・馬込町出土土器 土器 写真

16 10 青森県 青森県南津軽郡羽黒平出土土器 福岡高等学校玉泉館蔵 土器 絵葉書

16 10 ／ 東北各地 縄文式土器 土器 絵葉書

16 10 ／ 東北各地 縄文式土器 土器 絵葉書

16 10 ／ 縄文式土器 土器 図版

16 10 ／ 鉢形土器 土器 図版

16 11 台湾 台湾 アミ族の土器製作 土器 絵葉書

16 12 新潟県 新潟県小千谷市上片貝遺跡出土 土器文様 土器 写真

16 12 ／ 土器底部編文様 土器 図版

16 12 ／ 縄文 各種 土器 図版

16 12 ／ 縄文 各種 土器 図版

16 12 ／ 縄文 各種 土器 図版

16 12 ／ 羊歯状紋 土器 図版

16 12 ／ 羊歯状紋 土器 図版

17 １ ／ 浅鉢形丹彩土器 土器 写真

17 ２ ／ 注口土器・浅鉢形土器 土器 写真

17 ３ ／ 香炉形土器・注口土器 土器 写真

17 ３ ／ 高 ・浅鉢形土器 土器 写真

17 ３ ／ 壺形土器・玉類 土器 写真

17 ４ ／ 東京湾地方石器時代海岸線想定図 その他 地図

17 ４ ／ 東京湾地方石器時代海岸線想定図 その他 地図

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅰ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅱ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅲ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅳ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅴ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅵ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅶ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅷ 土偶 図版
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17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅸ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.Ⅹ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅠ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅡ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅢ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅣ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅤ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅥ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅦ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅧ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅨ 土偶 図版

17 ５ ／ 土偶 PL.ⅩⅩ 土偶 図版

17 ５ ／ 図版解説 土偶 冊子

17 ６ 千葉県 二川村桐ケ作下原遺跡 J号貝塚 S＝1/50 遺跡 メモ・実測図

17 ７ ／ 中期深鉢形土器・磨石石皿セット 土器・石器 写真

17 ８ ／ 土偶・土製品 土偶・土製品 写真

17 ９ ／ 深鉢形土器破片 土器 写真

17 10 ／ 貝層 遺構 写真

17 11 ／ 縄文時代竪穴住居址 遺構 写真

17 12 ／ 縄文式土器片・石器 土器・石器 拓本

17 12 ／ 縄文式土器片・石器 土器・石器 拓本

17 12 ／ 縄文式土器片・石器 土器・石器 拓本

17 12 ／ 縄文式土器片・石器 土器・石器 拓本

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 遠望・全景 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 第１発掘地A区第一貝層 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 住居址 床・炉 遺構 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 住居址 床・炉 遺構 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 住居址 床・炉 遺構 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 住居址 床・炉 遺構 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 トレンチ 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 トレンチ 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 第１発掘地発掘風景 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 第１発掘地 C区 獣骨 獣骨 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 イロ号炉址 遺構 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 史蹟朝日貝塚近景 T14.６ 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 角・獣骨出土状態 獣骨 写真

17 13 富山県
越中富山県朝日貝塚 発掘地点１ 第１発掘地Ｂ区第１

貝層
遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 発掘地点２ 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 第１区 東・西壁 遺跡 写真

17 13 富山県 越中富山県朝日貝塚 北壁 遺跡 写真

17 14 山梨県 大塚村本村出土縄文土器片 土器 拓本

17 14 山梨県 大塚村本村出土縄文土器片 土器 拓本

17 15 愛知県 渥美半島泉村石神発見石器 石器 写真

17 15 愛知県 保美貝塚出土石鏃・石匙・高木古墳出土玉類 石器・装身具 写真

17 15 愛知県 各地出土銅鏃・一里山発見銅鐸（二川町東観音寺所蔵） 青銅器 写真

17 15 愛知県 羽根貝塚出土土器片・貝浜貝塚出土土器 土器 写真

17 15 愛知県
牟呂貝塚出土石斧・石製品（芳賀保治氏蔵) 伊川津貝塚

出土石斧・石製品（泉尋常小学校蔵）

石器・装身具・

石製品
写真

17 16 山梨県 甲斐出土縄文土器片 一宮第一小学校蔵 土器 拓本

17 16 山梨県
甲斐出土縄文土器片（一宮第一小学校蔵）・土偶文様（国

分寺蔵）
土器 拓本

17 17 岩手県
越中氷見郡氷見町朝日貝塚 トレンチ 遺構出土状態

T13.６.１発掘
遺構 写真

17 17 岩手県
越中氷見郡氷見町朝日貝塚 獣骨出土状態 T13.６.１

発掘
獣骨 写真

17 18 青森県 陸中青森県西磐井郡衣川村字戸家内発見独鈷石 石製品 図版切抜

17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土偶 土偶 写真

17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土偶 土偶 写真

17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土偶 土偶 写真

17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土偶 土偶 写真

17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土偶 土偶 写真
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17 19 青森県 陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡堂土面 土製品 写真

17 20 青森県
陸奥青森県西津軽郡館岡村大字亀が岡出土土偶・浅鉢・

釣針

土偶・土器・

骨角器
写真

17 21 青森県 陸奥青森県三戸郡是川村一王寺 円筒形土器 土器 写真

17 22 福島県 磐城福島県南杉田・中能野 縄文土器片 土器 拓本

17 23 福島県 白河古関村大字旗宿字内松 縄文土器片 土器 拓本

17 24 福島県 磐城福島県田村郡谷田川村 縄文土器片 根本高義氏蔵 土器 拓本

17 24 福島県 磐城福島県田村郡谷田川村 縄文土器片 根本高義氏蔵 土器 拓本

17 25 青森県
陸奥青森県東津軽郡東平内村狩場沢出土 久原家蔵 石

槍
石器 拓本

17 26 千葉県 千葉県長柄村長柄山出土縄文土器片、土偶片 土器・土偶 拓本

17 27 岩手県 金田一村大字舌崎包含地 浅鉢形土器片 土器 拓本

17 28 秋田県 秋田城址出土浅鉢形土器片 古四王神社所蔵 土器 拓本

17 29 千葉県
市川市須和田窯址出土須恵器底部 「山」のヘラ書文字有

中島氏所蔵 トルメン口絵の上方の穴
土器 拓本

17 30 茨城県 茨城県新治郡高浜町高浜出土有角石斧 廣瀬氏蔵 石器 絵葉書

17 30 茨城県 茨城県新治郡田余村上高崎出土有角石斧 手塚氏蔵 石器 絵葉書

17 31 鳥取県 広畑貝塚（最上層）発掘風景 遺跡 写真

17 32 千葉県 下総市川市須和田遺跡出土 弥生式土器片・玉類 土器・装身具 拓本・実測図

17 33 千葉県 江原台遺跡土器散布地点 近景・発掘作業開始直後 遺跡 写真

17 33 千葉県 江原台遠部台遺跡 貝殻散布状態・遠景 遺跡 写真

17 33 千葉県 トレンチ断面 遺跡 写真

17 33 千葉県 遺物出土状態 遺跡 写真

17 34 千葉県
下総東葛飾郡二川村桐ケ作下原遺跡 B号貝塚 発掘地

略図
遺跡 実測図

17 34 千葉県
下総東葛飾郡二川村桐ケ作下原遺跡 J号貝塚 屋舎址

発掘調査実測図
遺跡 実測図

17 35 千葉県 姥山貝塚 A地点第一期発掘住居址全景・発掘風景 遺構 写真

17 36 千葉県 イゴ塚貝塚 近景 遺跡 写真

17 37 千葉県 曽谷貝塚 人骨出土状態 S10.10発掘 人骨 写真

17 38 千葉県 小浦洞窟遺跡 洞窟遺跡実測図 T13.11実測 遺跡 実測図

17 39 東京都 武蔵国南多摩郡 縄文中期深鉢形土器 土器 写真

17 40 神奈川県 武蔵 横浜菊名町 記念写真 S７.４ 遺跡 写真

17 41 千葉県
下総千葉県東葛飾郡須和田遺跡出土弥生土器片・土師・

須恵 久保貝塚出土古瓦・縄文土器片
土器 写真

17 42 東京都 志村小豆沢貝塚 発掘風景・貝層断面 遺跡・遺構 写真

17 43 東京都
武蔵北葛飾郡宝珠花村西親野神明耕地遺跡 神明耕地遺

跡見取図
遺跡 実測図

18 １ 兵庫県 兵庫県川辺郡加茂村大字上加茂発見勾玉 装身具 写真

18 ２ ／ ＊状石製品出土状況 石製品 写真

18 ３ 京都府 京都北白川発見 深鉢形土器・浅鉢形鉢器 土器 写真

18 ３ 京都府 京都北白川発見 土器片 土器 写真

18 ３ 京都府 京都北白川発見 土器片 土器 写真

18 ３ 京都府 京都北白川発見 土器片・炉址 土器 写真

18 ４ 奈良県 大和南葛城郡吐田郷村字長柄出土流水文銅鐸 表・裏 青銅器 拓本

18 ４ 奈良県 大和南葛城郡吐田郷村字長柄出土流水文銅鐸 表・裏 青銅器 拓本

18 ５ 大阪府 河内国府遺跡 弥生土器・土器出土状態 土器 写真

18 ６ 大阪府 国府小字藤ノ木 土器片 土器 拓本

18 ７ 兵庫県
摂津国川辺郡川西村大字加茂発見弥生式土版 仁野芳雄

氏蔵
土製品 拓本

18 ８ 大阪府
河内国府 第３号頭蓋右出土縄文式土器片・第３号発掘

地第１人骨出土土器片
土器 拓本

18 ９ 奈良県 大和唐古遺跡 木製高 ・土器椀 木製品・土器 写真

18 ９ 奈良県 大和唐古遺跡 遺物出土状態 土器 写真

18 ９ 奈良県 大和唐古遺跡 壺口頚部状況 土器 写真

18 ９ 奈良県 大和唐古遺跡 木製高 木製品 写真

18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本

18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本

18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本

18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本

18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本
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18 10 奈良県 大和国 土器片 土器 拓本

18 11 岡山県 中西大嶋村津久雲貝塚 遠景・記念写真 遺跡 写真

18 11 岡山県 中西大嶋村津久雲貝塚 土層スナップ T７.３ 遺構 写真

18 11 岡山県 中西大嶋村津久雲貝塚 土偶・抱甕葬墓出土状況 土偶・遺構 写真

18 12 岡山県 津雲貝塚の貝類 遺跡 メモ

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 13 岡山県 津雲貝塚 土器片 土器 拓本

18 14 広島県 阿方貝塚出土遺物 土器 写真

18 14 広島県 木之庄中町貝塚 甑 土器 実測図

18 14 広島県
木之庄東中町貝塚石器・阿引出土石器・白浜貝塚出土土

器観察メモ
石器・土器 実測図

18 14 広島県 太田貝塚・馬取貝塚・天津貝塚出土土器観察メモ 土器 メモ

18 14 広島県 沼隈郡高須村 太田貝塚・藤江貝塚出土土器片 土器 拓本

18 14 広島県 沼隈郡水呑村洗谷 白浜貝塚出土土器片 土器 拓本

18 14 広島県 木之庄 東中町貝塚出土土器片 土器 拓本

18 15 岡山県 備中津雲貝塚 発掘人骨併存貝輪 T７.７ 貝製品 写真

18 16 岡山県 備前岡山県児島郡粒江村船元貝塚 壺形土器 土器 写真

18 17 鳥取県
伯耆東伯郡社村大字大谷出土 土器片（弥生式壺ニアル

紋様） 社小学校所蔵
土器 拓本

18 18 鳥取県 伯耆出土縄文土器片 土器 拓本

18 18 鳥取県 伯耆出土縄文土器片 土器 拓本

18 19 鳥取県
鳥取県岩美郡中郷村浜坂海岸発見 鉢形土器 大野雲外

氏蔵
土器 写真

18 19 鳥取県
鳥取県岩美郡中郷村浜坂海岸発見 石鏃・銅鏃 大野雲

外氏蔵
石器・青銅器 写真
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