


表紙の写真は末永雅雄先生から送られたもので、 楽石雑筆」巻16によれば橿原神宮の立柱上棟式当日阪本課長

に同行して神宮付近拡張工事中発見の遺跡を見学したことがみえる。昭和13年11月のことで、この写真は11日末

永先生の撮影かと思われる。付けられていた末永先生の20日付手紙には、 写真餘りよくないですがお送りしま

す」とある。大場先生40才の時で、この後12月17、18日にも橿原遺跡を訪ね、井戸遺構や出土遺物を撮影してい

る。大場・末永両先生の交友関係を示す記念すべき写真である。 (杉山林継)
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國學院大學日本文化研究所所長

國學院大學学術フロンティア事業運営委員長

杉 山 林 継

平成11年文部科学省（当時文部省）の私立大学学術研究高度化推進事業の学術フロンティ

ア推進事業の拠点として國學院大學日本文化研究所も認められ、「劣化画像の再生活用と

資料化に関する基礎的研究」を主題と決め推進してきた。國學院大學は創立120周年を迎え、

戦後新たに設立された日本文化研究所もまもなく50周年を迎える。この間、学問研究も年を

経て進行し、文書資料・考古資料等の蓄積も多く、これを近代・現代における学術資産と

して活用することを考えていこうとした。そして、まずは昭和50年に他界された故大場磐雄

博士の多量の資料、特にガラス乾板は図書館の書庫内で横積みにされていたことから、こ

れを何とか整理して利用できるようにしようとした。実は以前から考古学研究室では乙益

重隆・小林達雄・吉田恵二氏により一部目録をとりはじめられていた。大場資料は、拓本・

図面・焼付写真・抜刷等、もともと先生ご自身によって分離され、生前整理箱に分類され

ていた。ガラス乾板は別に小箱さらに大箱に入れられて整理されていた。これら資料はそ

の内容を大筋で知っている人により時々利用されていた。しかし、目録がないためその利

用は一般化しなかった。今回、旧石器、縄文、弥生、古墳時代の目録をようやく公刊する

ことができた。このあと、歴史時代、祭祀などがあり、続けて刊行することを計画してい

る。一方で、乾板の整理も進み、この目録はとりあえず CDにした。この両者で大場資料の

多くが概観できる。

また、本年度、大場先生が世話をして大学へ寄贈をうけた柴田常恵資料のうち、焼付け

写真の目録を一冊刊行した。これも大場先生御自身が実行したかった事業とも言える。こ

のように５年目にしてようやく出版物も整いはじめた。

平成13年度からはインターネット上でも一部の資料を公開していることから、各地の博

物館や教育委員会からの問い合わせもあり、資料活用の幅も拡大されていることが感じら

れる。これら画像資料そのものを利用した研究報告も次々と発表され、ようやく研究活動

が軌道に乗り始めたといえる。

しかし、この画像資料等の利用法に関する研究は分類、目録、あるいはキーワード検索

など一部進行させているもののまだ満足できるものではない。

平成15年度で５年間の当初計画を完了し、次のステップに進むように計画しているが、大

学の渋谷再開発計画との関連もあり、数年はこれまでの劣化画像資料を中心とした研究活

動を継続すると共に、現在計画中の國學院大學学術センター棟（仮称）の建設と、これま

での成果による研究方法論を拡大した近代学術資産の有効利用を考えている。

神道・日本文化の研究では他に類を見ない國學院大學という独自性の中で、研究発展さ

せ、次代のメンバー育成と公開を原則とした資料活用をさらに推し進めなければならない。

大場博士資料目録がより多くの人々に利用されることを祈りたい。

平成16年３月



例 言

１．本書は、平成11年度～平成15年度國學院大學学術フロンティア構想「劣化画像の再生活

用と資料化に関する基礎的研究」の成果の一部であり、國學院大學が所蔵する大場磐雄

博士資料の目録第１集である。

２．本書には、大場磐雄博士資料目録のうち、Ⅰ．旧石器時代編・Ⅱ．縄文時代編・Ⅲ．弥生

時代編・Ⅳ．古墳時代編を収録した。

３．大場磐雄博士資料の保管ケースには、その内容毎に名称が付されており、各ケース内

には更に内容物を細分した分類袋が納められている。整理にあたっては従前の箱番号・

名称等を尊重し、目録の目次はこれに従った。

４．目録の目次や一覧表には「＊」で示した箇所があるが、それは資料に記載された原文

のうち、判読不能であった文字を示すものである。また、一部の漢数字については、算

用数字に書き換えた箇所があり、資料に記載された年月日については、大正を「T」、昭

和を「S」と略記した部分がある。

５．目録は複数年次にわたって作製したため、記述に若干の不統一が見られる。本書の編

集にあたっては、極力その統一に努めたが、なお十分でない部分もあるかと思われる。

以上の点については、読者諸賢の御寛恕を請いたい。

６．本書には、附編として國學院大學が所蔵する大場磐雄博士写真資料のうち、Ⅰ．平出遺

跡編・Ⅱ．登呂遺跡編・Ⅲ．常陸鏡塚古墳編・Ⅳ．信濃浅間古墳（桜ヶ丘古墳・妙義山古墳

群ほか）編を収録した。

７．大場磐雄博士写真資料については、資料番号・撮影対象・撮影年月日・備考を付記し

た。整理作業では、箱・袋に記載された注記を手がかりとして撮影内容の確認を行なっ

たが、公刊された報告書の記載に依ってキャプションに若干の手を加えた箇所がある。

８．大場磐雄博士資料の整理、並びに目録作製は、市村ゆみ子（平成12年度～13年度）・岩

崎厚志（平成13年度）・深澤太郎・山添奈苗（平成14年度～15年度）が担当した。また、

その支援を目的とする國學院大學大学院リサーチアシスタントには、仲田大人（平成12年

度）・岩崎厚志（平成13年度）・深澤太郎（平成14年度）・阿部昭典（平成15年度）が充て

られた。

９．本書に掲載した大場磐雄博士写真資料の整理については、荒井裕介・遠藤美穂・加藤

里美・杉山章子・関根信夫・高野晶文・中村耕作・山内利秋が担当した。

10．本書の編集は、杉山林継（國學院大學日本文化研究所所長）の統括の下、加藤里美（國

學院大學日本文化研究所兼任講師）を中心に、田中秀典・深澤太郎・山添奈苗がその任

にあたった。また、写真図版の作製に際しては、中村耕作の助力を得た。

11．目録の作製、並びに本書の編集に際しては、以下の個人・機関から多大な御協力を得

た。記して感謝申し上げる次第である。

稲生典太郎氏・内川隆志氏・片山祐介氏・小出義治氏・小林達雄氏・桜井浩司氏・塩尻市

立平出博物館・新原佑典氏・中野知幸氏・中村大氏・根本祐樹氏・藤田征史氏・藤本強氏・

村松洋介氏・𠮷田恵二氏（五十音順）



目 次

序 杉山林継

例言

目次 頁

解題 １………………………………………………………………………………………………………

Ⅰ．旧石器時代編

旧石器時代編の概要 ７………………………………………………………………………………

旧石器時代編 目次 ８………………………………………………………………………………

旧石器時代編 資料目録 ９………………………………………………………………………

Ⅱ．縄文時代編

縄文時代編の概要 13…………………………………………………………………………………

縄文時代編 目次 15…………………………………………………………………………………

縄文時代編 資料目録 24……………………………………………………………………………

Ⅲ．弥生時代編

弥生時代編の概要 75…………………………………………………………………………………

弥生時代編 目次 79…………………………………………………………………………………

弥生時代編 資料目録 86……………………………………………………………………………

Ⅳ．古墳時代編

古墳時代編の概要 119………………………………………………………………………………

古墳時代編 目次 123………………………………………………………………………………

古墳時代編 資料目録 137…………………………………………………………………………

附編 大場磐雄博士写真資料

Ⅰ．平出遺跡編

平出遺跡の概要 245…………………………………………………………………………………

平出遺跡編 写真資料 247…………………………………………………………………………

Ⅱ．登呂遺跡編

登呂遺跡編の概要 307………………………………………………………………………………

登呂遺跡編 写真資料 309…………………………………………………………………………

Ⅲ．常陸鏡塚古墳編

常陸鏡塚古墳編の概要 327…………………………………………………………………………

常陸鏡塚古墳編 写真資料 329……………………………………………………………………

Ⅳ．信濃浅間古墳（桜ヶ丘古墳・妙義山古墳群ほか）編

信濃浅間古墳編の概要 339…………………………………………………………………………

信濃浅間古墳編 写真資料 341……………………………………………………………………





解 題

大場磐雄博士（1899～1975）は、『神道考古学講座』

全６巻の刊行など、神道考古学を体系化した業績で

知られている。博士の学風は、考古学・民俗学・文献

史学のいずれにも精通しており、「ウエットな考古

学」と評されることもあったが、その背景には３人の

師に接してきた経歴があった。

博士が考古学を志したのは正則中学校在学中のこ

とであり、備忘録である『楽石雑筆』の大正２（1913）

年条には、「芝公園に於て竹内運平氏（地理教師）よ

り介墟につきて聞き、且つコロポックルなる語もき

く。これ我が最初に得たる考古の考へなりき。」とあ

る（註１）。当時の考古学界は、日本列島の先住民は

コロボックルかアイヌか、といった人種論争が、前者の説を唱えた坪井正五郎博士の病没

によって終結を迎えて間もない頃であった。従って、大場青年の関心も、当初は先史時代

の考古学に向けられていたようであり、実際に昭和初年までの主要な論文は、縄文時代を

対象としたものが多くを占めている。

中学校時代から採集旅行などを頻繁に行ない、各種学会に入会するなど、同好の士と友

誼を結びつつあった大場氏ではあるが、國學院大學に入学する大正７（1918）年９月より一

年半ほど前から鳥居龍蔵博士の門を叩いたことは、生涯初めての転機であったに違いな

い。大学在学中も引き続いてその薫陶を受けることとなるが、鳥居博士の教示を受けて巨

人伝説の採訪に取り組むなど、考古学に止まらない多角的な視点を授けられたのである。

もっとも、「われ思ふ。巨人伝説は石器時代と関係あり。」というように（註２）、それは考

古学との関わりを重視してのことであった。

大学では折口信夫博士と出会い、民俗学の分野を本格的に学ぶようになる。それまで蒐

集してきた巨人伝説についても、「伝説てう語のあまりに漠然として、歴史・小説と区別つ

かざるより民潭というべし」との言葉を受けて（註３）、処女論文を「武蔵の巨人民潭」と

名付けた（註４）。大学在学中は郷土研究会の中心的メンバーとして活躍し、折口博士も「私

の民俗学に対する情熱は、此人及び谷川磐雄さん・高橋正秀さんの学生時代の清らかな心

によつて煽られた事が多いことを述べて置く。」と回顧している（註５）。言うまでもなく、

この「谷川磐雄さん」とは大場博士のことであり、民俗学を考古学の片手間としてではな

く、専門的にこれを学んだことが窺われるのである。その成果は『民俗叢話』という一冊

の単行本に結実した（註６）。

また、トーテミズムについて折口博士の指導を受けたことも、その後の研究方向を決定

付ける上で重要な画期となった。大学卒業後の４年弱は、神奈川県立第二横浜中学校で教

鞭を執ったが、考古学や民俗学の論文を矢継ぎ早に発表していった時期である。もちろん、

諸磯式土器の研究など、ここで触れておくべき論考もあるが、「日本石器時代民衆の生活状

態」や「石器時代宗教思想の一端」を忘れることはできない（註７）。そこでは、土偶を中
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心として縄文時代の信仰に関わる問題を考察しており、大場青年が精神世界の復元に関心

を深くしていく背景には、折口博士からの影響があったと見るべきであろう。

さらに、大正14（1925）年末から内務省神社局考証課に席を置き、後に東京帝国大学教授

として神道講座を担当することになる宮地直一課長の厳しい指導を得て、同僚の文献史学

者と切磋琢磨したことも大きい。考証課は神社の昇格審査の際に、その由来や社宝の綿密

な調査を行なうため、そこに考古資料も役立てたいとする大場氏の思いは日に日に募って

いったはずである。

そのような中で、大場氏が神道考古学を提唱するに至る直接的契機が訪れた。周辺に古

墳や古社が現存しないものの、祭祀遺物の出土が認められた静岡県洗田遺跡を昭和２

（1927）年に踏査した際、夕日を背景とした三倉山の神々しい山容を拝して「一種の霊感に

打たれ」たことが、氏をして神道考古学の道に誘う導火線となったという（註８）。また、

宮地博士の名を借りて『神社と考古学』執筆し、神社考古学を（註９）唱えたことは、か

かる学問の体系化を目指した第一歩となった。内務省在職中には、神道考古学の基礎的論

考を収めた『神道考古学論 』を刊行している（註10）。

その後、恩師であった折口博士の勧めもあり、昭和23（1948）年に博士の学位を取得し、

翌年には本学教授に就任した。学位論文は『祭祀遺蹟―神道考古学の基礎的研究―』に収

録されている（註11）。

後に佐野大和氏は、大場博士から「僕の考古学は考古民俗学だよ」と聞かされたことを

回顧し、「先生の神道考古学は、単なる「神道に関する考古学」ではなくて、「考古学、民

俗学、文献学の三位一体の神道研究」だったと見ることもできよう。それは言わば、いう

所の「古代学」であり「新国学」でもあった。」と評している（註12）。折口博士の言葉を

借りれば、新しい国学とは「合理化・近世化せられた古代信仰の、元の姿を見る事」であ

り（註13）、両博士の方法論は異なるものの、目指すところは同じであったということがで

きようか。

研究のスタンスも、師の姿から学んだことだろう。鳥居博士はアジアを股にかけて活躍

し、折口博士は民俗採訪の旅を事とした。宮地博士も各地の神社を調査して回った。大場

博士は、息つく暇もない旅の考古学者であった。大場博士の略年譜を通観すると、度重な

る考古・民俗・歴史資料を採訪する旅行の記録を目の当たりにすることになる（註14）。今

日、我々に残された大場磐雄博士資料は、その旅の蓄積なのである。

さて、博士の考古学的調査の軌跡に目を向けると、数々の学史的にも著名な遺跡の発掘

を手掛けている。千葉県菅生遺跡の調査は昭和12（1937）年から断続的に行なわれ、第３次

調査が終了したのは昭和48（1973）年のことであった。菅生遺跡の特徴は、極めて良好な状

態で木器や木製品が出土したことであり、このような経験は、昭和18（1943）年に始まった

静岡県登呂遺跡での調査に大いに反映されたのである。既に大塚初重氏も指摘しているよ

うに、木製品の保存技術が未発達であった当時、その原状を記録することは急務であり、

メモ、そして写真は有効な手段となった（註15）。時とともに変形していく木製品を数多く

見てきた大場博士は、写真による記録の重要性を誰よりも理解していたことであろう。

また、本書の附編に写真資料を掲載した長野県平出遺跡や茨城県常陸鏡塚古墳、そして

長野県桜ヶ丘古墳・妙義山古墳群も、博士が調査した代表的な遺跡である。

一方、学内においては、鳥居博士が創設した上代文化研究会の後身である國學院大學考
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古學會の会長として若手研究者を育成し、『国学院大学考古学研究報告』シリーズの刊行や

考古学専攻の設置等、研究・教育環境の整備に尽力された。

このような広い視野と、小唄や都々逸もこなす洒脱な江戸っ子としての側面もあった大

場博士ではあったが、闘病中の昭和50（1975）年６月７日に亡くなった。

77年の生涯で大場氏が残した研究業績は、上記の諸単著や『大場磐雄著作集』などに収録

されているほか、國學院大學学術フロンティア構想「劣化画像の再生活用と資料化に関す

る基礎的研究」において整理を進めている大場磐雄博士資料・大場磐雄博士写真資料があ

る。大場磐雄博士資料と、写真乾板やネガなどからなる大場磐雄博士写真資料は、氏の没

後、遺言に基づいて本学が寄贈を受けた資料であり、多数の画像資料・図面等は調査当時

の生々しい成果を今日に伝えるものとして評価が高い。

大場磐雄博士資料は、氏が自ら調査・蒐集した資料と、寄贈を受けた資料の双方が含ま

れており、紙焼き写真・実測図・拓本のほか、報告書等の書類・地図・カード・新聞等の

切り抜き・絵葉書・書簡などからなる。保管ケースにはその内容毎に名称が付されており、

各ケース内には更に内容物を細分した分類袋が納められている。整理にあたっては従前の

箱番号・名称等を尊重し、目録の目次はこれに従った。全体で約150箱存在しており、これ

までにⅠ．旧石器時代編１箱・Ⅱ．縄文時代編18箱・Ⅲ．弥生時代編13箱・Ⅳ．古墳時代編32箱

の整理が完了している。その実態は、本書を通観することによって御理解頂けるものと思

う。

また、Ⅴ．歴史時代編についても、全56箱のうち前半26箱までの目録は平成15年度の年次

報告として公開した（註16）。今や、整理作業も祭祀編・外国編などを残すのみである。そ

の全貌については、全資料を整理した暁に、改めて紹介することにしたい。

これらの資料は整理が済み次第、順次電子情報としても公開している（註17）。本書を手

にして、また電子情報を閲覧して頂くことによって、情報提供者と閲覧者との情報交換を

進めていくことは、本事業の本旨とするところである。読者諸賢の指摘を通して、本書の

精度は益々向上するのであって、むしろ次々と改訂が加えられることを期待したい。

（加藤里美・深澤太郎）

註

１）大場磐雄 1975「考古歴史」『楽石雑筆』大場磐雄著作集６ 雄山閣

２）大場磐雄 1975「ダイダラボッチ考」『楽石雑筆』大場磐雄著作集６ 雄山閣

３）大場磐雄 1975「葛の葉狐の話（国文学会）」『楽石雑筆』大場磐雄著作集６ 雄山閣

４）大場磐雄 1919「武蔵の巨人民潭」『武蔵野』

５）折口信夫 1930「追ひ書き」『古代研究』 大岡山書店

６）大場磐雄 1926『民俗叢話』 坂本書店

７）大場磐雄 1922「石器時代宗教思想の一端（一）」『考古学雑誌』13-４

大場磐雄 1923「石器時代宗教思想の一端（二）」『考古学雑誌』13-５

大場磐雄 1923「石器時代宗教思想の一端（三）」『考古学雑誌』13-８

大場磐雄 1923「日本石器時代民衆の生活状態」『中央史壇』９-１

８）大場磐雄 1960「神道考古学生い立ちの記」『具体例による歴史研究法』 吉川弘文館

９）宮地直一（大場磐雄） 1940『神社と考古学』考古学講座16 雄山閣
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10）大場磐雄 1943『神道考古学論 』 葦芽書房

11）大場磐雄 1970『祭祀遺蹟―神道考古学の基礎的研究―』 角川書店

12）佐野大和 1976「解説」『古典と考古学』大場磐雄著作集５ 雄山閣

13）註５文献に同じ。

14）大場先生記念事業会 1975『楽石 大場磐雄先生略年譜並著作論文目録』

15）大塚初重 2002「大場磐雄博士と登呂遺跡」『平成13年度 國學院大學学術フロンティア構想「劣化画像の

再生活用と資料化に関する基礎的研究」事業報告』 國學院大學学術フロンティア事業実行委員会

16）國學院大學学術フロンティア事業実行委員会編 2004『平成15年度 國學院大學学術フロンティア構想

「劣化画像の再生活用と資料化に関する基礎的研究」事業報告』 國學院大學学術フロンティア事業実行委員

会

17）詳しくは、下記の國學院大學学術フロンティア事業実行委員会ホームページを参照されたい。

http://www2.kokugakuin.ac.jp/frontier/
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．旧石器時代編





旧石器時代編の概要

旧石器時代編は、大場資料の中で最も資料数が少なく、１箱（６袋）に過ぎない。もっ

とも、大場氏の研究対象を鑑みれば当然の数量であろうか。

全体的に見れば、長野県下の資料が比較的纏まった形で収められている。唯一、日付が

明記されている資料も、長野県和田村男女倉遺跡と池ノ平白樺湖畔遺跡（Ⅰ-３）の写真で

ある。略年譜を参照すると、これは三笠宮崇仁親王殿下の随行として、昭和32（1957）年６

月26日から28日にかけて尖石遺跡・諏訪大社・桜ヶ丘古墳・平出考古館などを歴訪した際に

撮影されたものであることがわかる（註１）。

また、「Ⅰ-４ 武蔵野のポイント」は、全て宮崎糺氏から寄贈されたものであり、他に

も直良信夫氏から贈られた石器の写真などがあるように、本編に属する資料は贈呈を受け

たものが多く含まれている。

なお、「Ⅰ-１ 石器」に収める拓本の両面調整尖頭器は、同種の石器の中では極めて大

型の部類に属するものである。出土地は記されておらず、石材にもよるが、恐らくは北海

道から出土したものと考えられる。

一覧表中の種別は、遺跡・石器・その他の３種に細別することとした。 （深澤太郎）

註

１）大場磐雄先生記念事業会 1975『楽石 大場磐雄先生 略年譜並著作論文目録』
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第１図 両面調整石器（Ⅰ-１-１） S＝1/3



旧石器時代編 目次

Ⅰ－ 旧石器遺物 頁

１．石器 ９………………………………………………………………………………………………

２．各地発見旧石器資料 ９…………………………………………………………………………

大分県丹生 佐渡長木 上野岩宿 北海道白滝 信濃矢出川・馬場平他

３．プレ縄文資料（長野県関係） 渋川・池ノ平・男女倉 ９………………………………

４．武蔵野のポイント 宮崎糺氏 ９………………………………………………………………

５．各地旧石器資料 10…………………………………………………………………………………

第２図 池ノ平白樺湖畔遺跡・三笠宮殿下採取 S32.６.27（Ⅰ-１-３） S＝3/4
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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 ／ 大型両面調整尖頭器 松島氏より 石器 拓本

１ １ ／ 大型両面調整尖頭器 石器 拓本

１ ２ 東京都
尖頭器 立川市砂川町天王橋・同上上水向・国分寺市 宮

崎糺氏贈
石器 写真

１ ２ 東京都
尖頭器 北多摩郡村山町長円寺裏山・三ッ木残堀 宮崎

糺氏贈
石器 写真

１ ２ 群馬県 １ 握槌 群馬県新田郡笠懸村岩宿出土 石器 写真

１ ２ 北海道 ２ 石刃と彫刻器 北海道紋別郡白滝村 石器 写真

１ ２ 長野県 ３ 尖頭器 長野県南佐久郡川上村馬場平 石器 写真

１ ２ 長野県 ４ 細石器 長野県南佐久郡南牧村野辺山矢出川 石器 写真

１ ２ 千葉県 千葉県下発見の旧石器文化に属する石器 石器 実測図

１ ２ 大分県
大分県坂ノ市町丹生台地１ 大分県社会・民族学会 石

斧・剥片等
石器 実測図

１ ２ 大分県
大分県坂ノ市町丹生台地２ 大分県社会・民族学会 石

斧・剥片等
石器 実測図

１ ２ 大分県
大分県坂ノ市町丹生台地３ 大分県社会・民族学会 石

斧・剥片等
石器 実測図

１ ２ 大分県
大分県坂ノ市町丹生台地４ 大分県社会・民族学会 石

斧・剥片等
石器 実測図

１ ２ 新潟県
昭和37年６月25日 佐渡長木の下部国仲層から出土した

龍骨型石器
石器 図版

１ ２ 群馬県
１ 握槌型石器 （上野国新田郡笠懸村大字阿佐見字岩

宿）
石器 絵葉書

１ ２ イギリス
英国ノーフォーク発見旧石器 『京都大学考古学教室標

本』十五輯
石器 絵葉書

１ ３ 長野県 和田村男女倉遺跡 S32.６.27 遺跡 写真

１ ３ 長野県

和田村男女倉遺跡 梯子の下辺よりハンドアックス出土

S32.６.27

男女倉出土の石器 信州大学にて S32.６.28

遺跡・石器 写真

１ ３ 長野県
小柳旅館にて 芹沢君

信州大学医学部にて 鈴木氏 S32.６.28
その他 写真

１ ３ 長野県
池ノ平白樺湖畔遺跡 断面に黒曜石片あらはる

三笠宮殿下採取 S32.６.27
遺跡 写真

１ ３ 長野県
11 尖頭形石器 信濃国諏訪市上ノ平出土 明治大学考

古学研究室蔵
石器 絵葉書

１ ３ 長野県
51 小石刃および小石核 長野県南佐久郡南牧村矢出川

遺跡出土 『明大考古学絵葉書』第七集
石器 絵葉書

１ ３ 群馬県 石器 （上野国笠懸村大字阿佐見字岩宿） 石器 写真

１ ３ 長野県 神子柴遺跡出土石器 石器 図版

１ ３ 長野県 渋川遺跡第三址 1/30 遺跡 実測図

１ ３ 長野県 伊勢見山 表採資料 石器 実測図

１ ３ 長野県 伊勢見山Ⅱ ２枚 石器 実測図

１ ３ 長野県 昭和三八年十一月発掘 伊勢見山遺跡平面図 40分之一 遺跡 実測図

１ ３ 長野県 伊勢見山遺跡遺跡実測図 1/300 遺跡 実測図

１ ３ 長野県
伊勢見山遺跡 C・D・Eトレンチ３区西壁セクション・

Aトレンチ南壁セクション 1/20
遺跡 実測図

１ ３ 長野県
長野県諏訪郡 渋川遺跡地形図 無土器文化 S31.９

測図 長野県諏訪郡茅野町豊平 三協測量社
遺跡 実測図

１ ３ 長野県 池の平遺跡見取図 1/2500 遺跡 実測図

１ ３ 長野県 池の平遺跡 F地点地形図 遺跡 実測図

１ ３ 長野県 長野県諏訪郡 池ノ平遺跡 F地点地形図 1/1000 遺跡 実測図

１ ３ 長野県
國學院大學考古学第一研究室 『昭和三九年五月 長野

県上水内郡信濃町 伊勢見山遺跡調査概報』
遺跡 報告書

１ ３ 長野県

池の平遺跡群 出土資料 １ 対山館遺跡 S30発掘・

２ キャンプ場遺跡 第一次発掘 S31年 第二次発掘

S32

遺跡 レジュメ

１ ４ 東京都 砂川発見の石器（縮尺1/2） 石器 図版

１ ４ 東京都 立川市砂川町発見 石槍類⑴ 宮崎糺氏贈 石器 写真

１ ４ 東京都 砂川発見の旧石器⑵ 宮崎糺氏贈 石器 写真

１ ４ 東京都 立川市砂川町上水向 石器 宮崎糺氏贈 石器 写真

１ ４ 東京都 御殿山遺跡 尖頭器出土状態 石器 写真

１ ４ 東京都 御殿山発見旧石器時代石器 石器 実測図

旧
石
器
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 ４ 東京都 石器実測図（縮尺1/2） 付近発見尖頭器実測図 石器 実測図

１ ４ 東京都
石器実測図（縮尺1/2） 国分寺・砂川・長円寺裏山・立

川・村山・飯能
石器 実測図

１ ４ 東京都 挿図第５図 国分寺町殿ヶ谷戸出土（岡田淳子作図） 石器 実測図

１ ４ 東京都
武蔵野を中心とした石槍類発見地名表 S41.２.12 宮

崎糺 作成
石器 レジュメ

１ ４ 東京都
１．編年（杉原氏） ２．編年（山内氏） ３．関係遺跡

図 ４．類似遺跡・石器等組成表
石器 レジュメ

１ ４ 東京都
宮崎糺 「砂川発見の石槍について」『立川市史研究』第

一冊 S40.12
石器 抜刷

１ ５ 広島県

『新市町の文化財絵葉書』第一輯 広島県芦品郡新市町

大字常宮脇遺跡 プレ縄文の石器特輯 広島県新市町教

育委員会 S38.９

１ フレイクブレイド

２ ナイフブレイド

石器 絵葉書

１ ５ 広島県

『新市町の文化財絵葉書』第一輯 広島県芦品郡新市町

大字常宮脇遺跡 プレ縄文の石器特輯 広島県新市町教

育委員会 S38.９

２ サイドスクレパー エンドスクレパー 1/1

４ 切出形石器 スモールポイント 1/1

石器 絵葉書

１ ５ 広島県

『新市町の文化財絵葉書』第一輯 広島県芦品郡新市町

大字常宮脇遺跡 プレ縄文の石器特輯 広島県新市町教

育委員会 S38.９

５ 石刃と石核 1/1

６ 石刃と石核 1/1

石器 絵葉書

１ ５ 広島県

『新市町の文化財絵葉書』第一輯 広島県芦品郡新市町

大字常宮脇遺跡 プレ縄文の石器特輯 広島県新市町教

育委員会 S38.９

７ 石刃と石核 1/1

８ 半磨製石器 1/1

石器 絵葉書

１ ５ 広島県

豊元国 「新市町宮脇遺跡の旧石器と細石器について」

『新市町の文化財絵葉書』第一輯 広島県芦品郡新市町

大字常宮脇遺跡 プレ縄文の石器特輯 広島県新市町教

育委員会 S38.９

石器 絵葉書

１ ５ 愛知県 石器 三河一宮 砥鹿神社 本宮山上にて・林下にて 石器 写真

１ ５ 東京都 国分寺町殿ケ谷戸 丸山遺跡礫群 石器 写真

１ ５ ／ 備前？ 出土状態 石器 写真

１ ５ ／ 備前？ 直良信夫氏より 1/2 石器 写真

１ ５ ／
尾崎博・杉原荘介・鈴木尚・高井冬二・八幡一郎 『目で

見る先史時代展 日本人のあけぼの』 朝日新聞社
その他 図録

１ ５ 大分県
佐藤達夫・小林達雄・坂口豊 「大分県丹生出土の前期

旧石器（予報）」『考古学雑誌』47-４ S37
石器 抜刷

旧
石
器
時
代
編
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料
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．縄文時代編





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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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…………………………………………………………………………
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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………………………………………………………………………

－ －21



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
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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
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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

縄
文
時
代
編

資
料
目
録

－ －28



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

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

縄
文
時
代
編

資
料
目
録

－ －38



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

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

－ －39

縄
文
時
代
編

資
料
目
録



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

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

－ －59

縄
文
時
代
編

資
料
目
録



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

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

－ －67

縄
文
時
代
編

資
料
目
録



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

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

－ －69

縄
文
時
代
編

資
料
目
録



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

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
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弥生時代編の概要

弥生時代編は13箱からなり、遺構や遺物の種別毎に分類された箱（Ⅲ-１・３・８・10・

～13）と、地域毎に分類された箱（Ⅲ-５～７）、そして特定の事項によって分類された箱（Ⅲ

-２・４・９）に大別できる。「Ⅲ-２ 弥生文化（農耕・生産・宗教関係）」には日本のみ

ならず、英国やサイパン島などの資料も含まれており、またアイヌの民俗資料や神社関連

の資料も見られ、幅広い地域の資料を収集している点が特徴的である。

大場博士の弥生時代研究に関して言えば、銅鐸についての論文を多く発表しており、銅

鐸・銅矛・銅剣文化圏や、銅鐸を使用した氏族の問題など、ユニークな視点から考察し、

常に関連諸科学の方法を盛り込んだ学際的な研究の必要性を説いてきた。塩尻市大門字柴

宮の銅鐸（Ⅲ-３-12）は、同市より調査を依頼され、昭和35（1960）年11月４日に小出義治

氏とともに自ら調査したものである（註１）。さらに、昭和34年の考古学協会大会に参加す

る途上、広島県木の宗山の銅鐸出土地（Ⅲ-４-１）を、森貞次郎氏・乙益重隆氏・入江英親

氏とともに訪れるなど、現地調査も欠かさなかった。

また、「Ⅲ-11 方形周溝墓」には、東京都八王子市宇津木向原遺跡例を中心として、千葉

県・茨城県など各地の方形周溝墓に関する資料が収集されている。方形周溝墓の名称は、

大場博士が宇津木向原遺跡の調査後に命名したことは周知の通りであるが、同遺跡の調査

に関する資料には「方形環濠状特殊遺構」と記されていた。発掘調査を経て「方形周溝墓」

という名称に至るまでの経緯を窺うことができる。

「Ⅲ-13 弥生（登呂遺跡）」は、登呂遺跡の資料に一箱を当てている。パンフレットや絵葉

書なども存在するが、大場博士が登呂遺跡発掘調査会の主要メンバーであったことから、

発掘風景や、報告書図版・実測図が多く見られ、特に木製品に関する写真・実測図は全体

の約半数を占めている。大場磐雄博士資料には、昭和18（1943）年に行なわれた第一次調査、

昭和22（1947）年～昭和26（1951）年の第二次調査のほか、復原住居などの資料が認められ

るものの、その殆どは第二次調査に関連するものである。一方、大場磐雄博士写真資料で

は第一次調査時の資料が全体の約９割を占めており、遺物出土状況や発掘風景など、現場

の作業状況を伝える資料が多数残されている。

このように、大場磐雄博士資料と大場磐雄博士写真資料とは、一体のものとして取り扱

うことで、はじめてその真価を発揮するのである。

なお、一覧表中の種別は内容的に重複する部分もあるが、遺跡・遺構・貝塚・土器・土

偶・石器・石製品・石棒・石剣・青銅器（銅剣・銅鐸・銅戈）・鏡・鉄製品・木製品・貝製

品（貝を含む）・装身具・織機・骨角器・獣骨・人骨・植物遺存体・その他、並びに埴輪・

銭の23種に分類した。 （山添奈苗）

註

１）大場磐雄・原嘉藤 1961「長野県塩尻市柴宮発見の銅鐸」『信濃』13-４
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第６図 長野県塩尻市柴宮銅鐸出土地及び出土状態 S35.11.５（Ⅲ-３-12） S＝4/5



第８図 広島県安芸郡安芸町福田 木ノ宗山銅鐸・銅剣・銅戈出土地(Ⅱ-４-１) S＝4/5(部分)

第７図 木ノ宗山にむかう一行 S34.10.25実査 乙益君撮影（Ⅱ-４-１） S＝4/5（部分)

（左から川戸氏・大場先生・森氏）
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第９図 44 皇太子殿下御成 登呂遺跡 ８.13（Ⅲ-13-９） S＝2/3
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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 長野県
長野県北安曇郡平村木崎湖畔海の口部落諏訪神社伝来銅

戈 S６.５.25初見 S18.６.20拓
青銅器 拓本

１ １ 長野県 銅戈 S46.５ 原田氏贈 青銅器 実測図

１ ２ 長野県 佐久郡北布施村御沢出土 青銅器 実測図

１ ２ 長野県 信濃若宮 細形銅剣 青銅器 拓本

１ ２ 長野県 信濃若宮 細形銅剣 青銅器 拓本

１ ３ ／ 国幣大社高良神社蔵 青銅器 写真

１ ３ ／ 銅戈鋳型 青銅器 写真

１ ３ 福岡県 飯塚市立岩出土鎔范片 森氏蔵 青銅器 写真

１ ３ 福岡県
粕屋郡志賀島内勝島出土鎔范片（S22.４.１発見）森貞次

郎氏贈
青銅器 写真

１ ３ 佐賀県 佐賀県神崎郡東脊振村西石動出土クリス形銅剣鎔范拓影 青銅器 拓本

１ ３ 福岡県 須玖 鎔范拓本 青銅器 拓本

１ ３ 福岡県 筑前国遠賀郡岡縣村吉木発見 鋳型 青銅器 図版

１ ３ 佐賀県
佐賀市久保泉町 の木292番地出土クリス形銅戈鎔范実

測図 S30.２.３出土
青銅器 実測図

１ ４ 長野県
伝出雲大社境内発見（松本市民俗資料館） S49.７.14

川島浪道旧蔵 長野県護国神社寄託
青銅器 写真

１ ４
福岡県・

和歌山県

筑前国絲島郡怡土村大字三雲字ヤリミゾ発見クリス形狭

鋒銅剣范・紀伊国有田郡箕島町大字山地125番地山林発掘

銅戈

青銅器 図版切抜

１ ５ ／
安雲原氏族（海部を含む）分布資料表・物部氏族分資料

布表
青銅器 表

１ ５ ／ 銅鉾・剣・戈類発見数及形式分類表 青銅器 表

１ ５ ／ 近畿・中国・四国地方銅鉾・剣・戈出土地分布図 青銅器 地図

１ ５ ／ 東海北陸地方銅鉾・剣・戈出土地分布図 青銅器 地図

１ ５ ／ 九州地方 銅鉾・剣・戈出土地分布図 青銅器 地図

１ ５ ／ 金石併用時代遺物分布図 青銅器 地図

１ ６ ／ 銅鉾 伝来不明 国富氏蔵 青銅器 写真

１ ６ ／ 銅鉾・石鉾
青銅器・

石製品
図版切抜

１ ６
福岡県・

香川県

筑前国筑紫郡那珂村大字板付発掘狭鋒銅鉾・讃岐国仲多

郡善通寺町大字善通寺字瓦谷発掘狭鋒銅鉾・筑後国八女

郡下廣川村大字藤田字天神浦発掘か廣鋒銅鉾・筑後国浮

羽郡姫治村大字小監字東藤ヶ谷発掘廣鋒銅鉾

青銅器 絵葉書

１ ６ 大分県
出土地不明触角式銅剣・出土地不明銅鉾・大分県宇佐郡

駅川町出土銅戈
青銅器 絵葉書

１ ６
福岡県・

熊本県
銅鉾 大：筑後国発見・小：肥後国菊地郡玉祥寺村発見 青銅器 図版切抜

１ ６

岡山県・

山口県・

香川県・

愛媛県

備前児島郡甲浦村大字飽浦発掘銅剣（岡山県考古資料）・

長門国豊浦郡安岡村大字富任字梶栗濱発掘細形銅剣・伊

豫国温泉郡道後村大字一万字市筋発掘平形銅剣・讃岐国

香川郡弦打村大字鶴市字御殿山発掘鐵剣形小銅剣

青銅器 絵葉書

１ ６ ／ 銅鉾 加藤多米氏出品 青銅器 図版

１ ６ ／ 銅戈鎔范・銅戈 青銅器 切抜

１ ６ 福岡県 太宰府神社 春・夏 銅戈・銅鉾・石器 青銅器・石器 写真

１ ７ 島根県 神魂伊能知奴志神社（背面亀山）、本殿 S39.３.９ 遺跡 写真

１ ７ 島根県
神魂伊能知奴志神社裏出土銅戈と勾玉（重要文化財）

S39.３.６

青銅器・石製

類
写真

１ ７ 島根県 出雲命主社境内発掘クリス形銅剣 青銅器 拓本

１ ８ 韓半島
慶尚北道慶州郡外東面入室里の遺跡出土銅鉾と銅剣 総

督府博物館所蔵
青銅器 写真

１ ８ ／ 保久良神社銅戈 S20.10.１ 青銅器 拓本

１ ８ 福岡県 大宰府西弓辻宮司所蔵銅戈 青銅器 拓本

１ ８ 大分県 クリス形広鉾銅戈 宇佐神宮蔵 青銅器 拓本

１ ８ ／ 戈（『博物館年報』大正14年度） 青銅器 図版

１ ８ 福岡県 筑後国浮羽郡千年村大字徳丸発掘遺物（銅戈） 青銅器 図版

１ ８ 福岡県 出土地不明銅戈 福岡住吉神社蔵 田中穣君より 青銅器 実測図

１ ９ 熊本県 熊本県鹿本郡植木町轟出土の銅矛（文化庁所蔵） 青銅器 写真

１ ９ 韓半島 朝鮮平安南道大同郡大同江面発見銅鉾（『考古図集』第９） 青銅器 図版

１ ９ 福岡県 筑前国遠賀郡出土銅鉾（某氏蔵）田中穣君より 青銅器 実測図

１ ９ 福岡県 筑前国筑紫郡安徳村出土（宗像郡某氏蔵）田中穣君より 青銅器 実測図

弥
生
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 10 大分県 宇佐八幡宮 銅戈 青銅器 拓本

１ 10 大分県 宇佐八幡宮 銅戈 青銅器 拓本

１ 11 福岡県
筑前国朝倉郡福田村大字平堀発掘 鉄製剣身・同模造・

貝輪（『博物館年報』大正15年度）

鉄製品・貝製

品
図版

１ 11 福岡県
筑前国朝倉郡夜須村大字東小田発掘 鏡及びクリス形鉄

剣（『博物館年報』昭和３年度）
鏡・鉄製品 図版

１ 12 兵庫県 天王前坂弥生式包含地より境内を望む 遺跡 写真

１ 12 兵庫県
境内外周字天王前出土銅剣 旧保久良神社境外地ニテ

昭和16年９月３日出土ス
青銅器 写真

１ 12 兵庫県
境外天王前坂出土磨製石斧・境内及外周地出土打製石鏃

類
石器 写真

１ 12 兵庫県 境内参道西側出土弥生式土器・土師器 土器 写真

１ 12 兵庫県
境内西南接続地出土玻璃勾玉、境内出土石製品（磨製石

斧・勾玉）
石器・石製品 写真・実測図

１ 12 兵庫県 銅戈 青銅器 実測図

１ 12 兵庫県 磨製石斧 石器 実測図

１ 12 兵庫県 石鏃 石器 実測図

１ 13
島根県・

岡山県

備前飽浦発見細形銅剣・出雲横田八幡社蔵細形銅剣 S
９.10.22（『雑筆』巻11）

青銅器
写真・

図版切抜

１ 13 島根県
出雲・松江市・平浜八幡社蔵（竹矢村国分寺跡付近出土）

銅剣 S39.３.７
青銅器 写真・実測図

１ 13 山口県
下関市安岡町富任梶栗浜出土（長府博物館蔵） S27.８.

29
青銅器 写真

１ 13 愛知県 尾張国東春日井郡志段味村発見（長谷川氏蔵）細形銅剣 青銅器 拓本

１ 13 福岡県 福岡八幡社蔵銅剣 青銅器 拓本

１ 13 島根県 細形銅剣 出雲国仁多郡横田村横田八幡神社蔵 青銅器 拓本

１ 13
福岡県・

佐賀県

肥前国東松浦郡久里村柏崎発見・筑前国絲島郡怡土村三

雲発見銅剣
青銅器 図版

１ 13
岡山県・

福岡県
筑前国絲島郡怡土村三雲発見銅剣・備前飽浦発見銅剣 青銅器 図版切抜

１ 13 福岡県 宗像郡 箱式石棺出土銅剣 田中穣君 青銅器 実測図

１ 13 熊本県
熊本県球磨郡多良木町大久保ヤリカケ松出土の銅剣 亀

居正喜氏蔵
青銅器 写真

１ 14 佐賀県 肥前国東松浦郡久里村柏崎発見 銅剣基部 青銅器 写真

１ 14 ／ 銅剣 記載なし 青銅器 拓本

１ 14 ／
墓地ハ二尊院内ニアリ 八木健介氏蔵 S23.４.26 銅

剣のスケッチ
青銅器 スケッチ

１ 14
福岡県・

佐賀県

肥前国松浦郡久里村柏崎発見銅剣基部・筑後国発見銅鉾

部分
青銅器 図版

１ 14 山口県
長門国大津郡向津具村久津出土飾柄銅剣（『史林』17-１

所載）
青銅器 図版

１ 15
大分県・

宮崎県

銅鉾 宮崎徴古館蔵（出土地不明）・大分県玖珠郡森町大

字帆足・若宮八幡神社蔵
青銅器 写真

１ 15 ／
青銅文化講演会 展示品写真集 昭和21年11月出土 伽

山元 伽五入道
青銅器 写真

１ 15
愛媛県・

長崎県

対馬国下縣郡佐志賀村字黒島発掘銅鉾・伊予国温泉郡道

後村大字一万発掘銅剣（『日本考古資料写真集』）
青銅器 図版

１ 15 ／ 銅剣及弥生式土器 長山源雄氏蔵（『考古図集』18） 土器・青銅器 図版

１ 15 福岡県
筑前国筑紫郡春日村大字須玖発掘銅剣・菱鳳鏡（『博物館

年報』昭和２年度）
青銅器・鏡 図版

１ 15 愛媛県
愛媛県宇摩郡川瀧村大字柴生発掘平形銅剣（『博物館年

報』昭和５年度）
青銅器 図版

１ 15 愛媛県
松山付近出土平形銅剣 松山市湊町１丁目 柳原多美雄

氏蔵
青銅器 拓本

１ 15 香川県
琴平社蔵 香川県仲多度郡大麻山南麓出土銅剣 S24.

４.10
青銅器 拓本

１ 15 ／ 藤蔵寺 銅剣 11月14日 青銅器 拓本

１ 15 福岡県 福岡八幡神社 銅剣 青銅器 拓本

１ 15 福岡県 筑前国遠賀郡出土銅剣（某氏蔵）田中穣君より 青銅器 実測図

１ 15 香川県 讃岐国字北山出土銅剣（三口） S26.７ 呈大場磐雄様 青銅器 拓本

１ 16 長野県 南安曇郡西穂高村牧中神戸銅鉾出土地 S25.10.26 遺跡 写真

１ 16 長野県 西穂高村ヤスミ石・同上神谷様 S25.10.26 遺跡 写真
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１ 16 長野県 銅鉾 S25.10.26 青銅器 写真

１ 16 ／ 銅鉾 記載なし 青銅器 拓本

１ 16 ／ 銅鉾 記載なし 青銅器 実測図

１ 17 ／ 広鋒銅鉾 宇佐神宮蔵 青銅器 拓本

１ 17 ／ 宇佐神宮蔵銅鉾 青銅器 拓本

１ 17 ／ 宇佐神宮蔵銅鉾 青銅器 拓本

１ 18 長崎県 長崎県下縣郡仁位村大字佐志賀字黒嶋出土 広鋒銅鉾 青銅器 写真

１ 18 長崎県 対馬佐護発見銅鉾（『考古図集』19）東京帝室博物館蔵 青銅器 図版

１ 18 長崎県 長崎県下縣郡仁位村大字佐志賀字黒島出土銅鉾 青銅器 拓本

１ 19 福岡県 石剣（？）春日村大字須玖発見 石製品 写真

１ 19 ／ 銅鐸・銅剣・銅戈鎔范図版 青銅器 図版切抜

１ 19 ／ 『神代銅剣について』 国史科13年度 皆川實義 青銅器 レポート

２ １ イギリス ①イギリス南部農家のねずみ返し粘板岩製（S47.６） 遺構 写真

２ １ イギリス ②イギリス南部農家のねずみ返し（S47.６） 遺構 写真

２ ２ 静岡県 登呂遺跡水田遺構（畦畔の栅列） 遺構 絵葉書

２ ２ 静岡県
遺構平面実測図 日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員

会
遺構 青焼

２ ３ 静岡県 伊豆中郷村梅名 田下駄 S28.10.20 長田氏より 木製品 写真

２ ３ 千葉県
アチック・ミュージアム 千葉県香取郡津宮一所用小か

んじき
木製品 写真

２ ３ 岐阜県 岐阜県高山市田下駄 民族学標本絵葉書第１集 木製品 絵葉書

２ ３ ／
田下駄（箱大足）とエブリ 神城村字佐野所見・田下駄

使用図 神城村所見 S25.６.７
木製品 写真

２ ３ 岐阜県
日本の断面飛驒 大足踏み『週刊朝日』61―30所載（S31.

７.22発刊）
木製品 雑誌切抜

２ ３ 長野県 長野県小県郡東中村 シロフシズエ 木製品 写真

２ ３ 静岡県 静岡県韮山町山木洞川遺跡出土 田下駄 S41.５.14 木製品 写真

２ ３ ／ 第16図 田下駄 実物の1/2 木製品 実測図

２ ３ ／ 木器実測図 田下駄 木製品 実測図

２ ３ ／ 木器各種実測図 田下駄・鍬など 木製品 実測図

２ ３ ／ 民族学会 田舟 木製品 写真

２ ４ 奈良県 唐古発見木鍬・杵・弓 木製品 写真

２ ４ 奈良県 木製鋤 木製品 写真

２ ４ 奈良県 唐古出土鍬（２種） 木製品 写真

２ ４ 大阪府
木製鍬及未製品 河内國中河内郡瓜破村西瓜破（明治大

学保管）
木製品 絵葉書

２ ４ 愛知県 豊橋市瓜郷発見木器（絵葉書による） 木製品 絵葉書

２ ４ ／ 第15図 鍬と鋤実測図1/4 木製品 実測図

２ ４ ／ 木器実測図 杵・鍬・弓など 木製品 実測図

２ ４ 茨城県
茨城県那珂郡勝田町岡田出土（実物大） 藤本氏所蔵

S24.３.18実測
石器 実測図

２ ４ 茨城県 裏部も同型 石質：閃緑岩？ S24.３.18実測 石器 実測図

２ ４ ／ 木製鋤４種実測図 木製品 実測図

２ ４ ／ 弥生時代の木器 報告書の図版コピー３枚 木製品 図版コピー

２ ５ ／ 雪掻き 木製品 写真

２ ５ 新潟県 雪掻き 新潟県湯谷村 民俗学標本絵葉書第１集 木製品 絵葉書

２ ５ ／ 民族学標本絵葉書第１集解説 その他 解説用紙

２ ５ 沖縄県 へら 沖縄県石垣島 鉄製品 絵葉書

２ ５ 秋田県 雪靴 秋田県笹子村 その他 絵葉書

２ ５ 北海道 アイヌ住家 東京保谷本館構内 遺構 絵葉書

２ ６ 長野県 鉄製紡錘車・バックル・その他 鉄製品 写真

２ ６ 長野県 鉄製紡錘車 鉄製品 写真

２ ６ 長野県 鉄製紡錘車 鉄製品 写真

２ ６ 長野県 鉄製紡錘車・バックル 鉄製品 写真

２ ６ 長野県 土師器 土器 写真

２ ６ 長野県 灰釉陶器 土器 写真

２ ６ 長野県 鉄製紡錘車及び鉄製品実測図 鉄製品 実測図

２ ６ 長野県 片丘村南内田出土遺物メモ その他 メモ

２ ７ ／ 銅鐸の文様・紡錘車
青銅器・

石製品

写真切抜・

実測図

２ ７ 福岡県 宗像神社神機 織機 写真
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２ ７ 香川県 香川県出土 国宝銅鐸（部分）大橋八郎氏蔵 青銅器 絵葉書

２ ７ ／ 是政工事現場より出土の鉢（注口） 大国魂 土器 拓本

２ ７ ／ 木器実測図 鍬 木製品 実測図

２ ７ ／ 木器実測図 木製品 実測図

２ ８ 静岡県 三ケ日町 福生衣神社神機 S32.９ 織機 写真

２ ８ サイパン サイパン島の機織具 S47.６ 乙益氏より 織機 写真

２ ８ 群馬県 貫前神社 神事用座機 S23.６.29撮影 織機 写真

２ ８ 群馬県 貫前神社 神事用座機 織機 写真

２ ８ 熊本県 熊本県上益城都矢部町小峰採取 S47.６ 乙益氏より 織機 写真

２ ８ ／ 織機スケッチ 織機 スケッチ

２ ８ ／ 『エムプレスニュース』 インカの織機 織機 新聞

２ ８ ／ 古代機織資料 織機 メモ

２ ８ ／ 古代機織関係メモ 織機 メモ

２ ８ ／ 宮地直一氏よりのハガキ その他 書簡

２ ９ ／ 銅鐸部分 狩猟図 青銅器 実測図

２ ９ ／ 銅鐸部分 狩猟図・動物線刻画 青銅器 実測図

２ ９ 奈良県 動物線刻画のある唐古出土土器① 飯田氏 土器 拓本

２ ９ 奈良県 動物線刻画のある唐古出土土器② 飯田氏 土器 拓本

２ ９ 奈良県 動物線刻画のある唐古出土土器③ 土器 拓本

２ ９ 愛知県 瓜郷遺跡 絵画彫刻鹿骨 骨角器 絵葉書・拓本

２ ９ 新潟県 石器 糸魚川小学校蔵 S35.12.14 石器 写真

２ 10 奈良県
唐古第82号竪穴に於ける杵及び土器の出土状態・銅鐸部

分（脱穀する人）

木製品・

土器・青銅器

写真・

図版切抜

２ 10 ／ 民俗資料 杵と臼 木製品 写真

２ 10 北海道 アイヌ粟餅搗き 木製品 絵葉書

２ 10 ／ 第18図 杵実測図 1/4 木製品 実測図

２ 10 ／ 木器実測図 田下駄・杵 木製品 実測図

２ 10 ／ 鍬・杵実測図 木製品 実測図

２ 11 静岡県 登呂の人々 踊る巫女 S27.７.28・解説付 その他 写真

２ 11 ／ 青銅釧 青銅器 写真

２ 11 奈良県 唐古出土土器に付されたヘラ書の人物 土器 実測図

２ 11 奈良県 大和唐古発見弥生式土器箆書 土器 拓本

２ 11 ／ 腕輪と耳輪・腕輪をつけた婦人像 装身具 スケッチ

２ 11 ／ 石製品（装飾品） 装身具 実測図

２ 11 奈良県 弥生式土器片に現れた描画人物 土器 実測図

２ 11 ／ 田下駄 木製品 実測図

２ 11 ／ 田下駄 木製品 実測図

２ 12

長野県・

岐阜県・

岡山県・

福岡県

信濃・岩城・筑前・備中国発見石包丁・美濃国内発見石

包丁
石器 絵葉書・写真

２ 12 福岡県 筑前国嘉穂郡上穂刈村・飯塚市出土石包丁 石器 写真

２ 12 福岡県 筑前国嘉穂郡上穂刈村・飯塚市出土石包丁 石器 写真

２ 12 福島県 福島県松島郡下発見石包丁 S30.元旦 竹島国基氏 石器 写真

２ 12 北海道
貝包丁使用の図（「蝦夷産業図説」『古代研究』３・４号

所載）
その他 写真

２ 12 福岡県 貝包丁（毘沙門 B洞） 貝製品 写真

２ 12 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡 出土藁束 S42.８.

８
植物遺存体 写真

２ 12 ／ 石鎌 石器 実測図

２ 13 福島県
福島県石川郡泉村小高町字高原北の内発見甑と焼米

S25.３.26 阿武隈考古館
土器 写真

２ 13 東京都 三鷹市新川発見弥生式土器 底に籾痕 土器 写真

２ 13
愛知県・

奈良県

籾痕のある弥生式土器 愛知県小坂井及奈良県中曾子発

見 國學院大學考古学資料室蔵
土器 写真・絵葉書

２ 13 愛知県 甑、籾痕のある壺形土器（三河小坂井） 土器
スケッチ・

写真

２ 13 ／ 第20図 甑 土器
実測図・

スケッチ

２ 13 愛知県 愛知県小坂井出土 籾痕のある土器 土器 写真

２ 13 福島県
磐城石川郡泉村小高字高原北の内出土（内部に焼米粒充

満の甑）S25.３.26 実測図於阿武隈考古館にて
土器 実測図
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２ 13 奈良県 唐古三輪出土土器籾痕 土器 拓本

２ 13 群馬県 籾痕のあるもの 上野国岩津氏 土器 拓本

２ 13 ／ 原始農耕の問題 その他 メモ

２ 14 山梨県 山梨県北巨摩郡藤井村大字坂井出土土偶 土偶 写真

２ 14 ／
石器時代土偶 東京帝室博物館蔵（『考古図集』30集石器

時代土偶號）
土偶 図版

２ 14 神奈川県 神奈川県足柄上郡山田村（人骨入） 小宮柳太郎氏蔵 土偶 写真

２ 14 神奈川県 神奈川県足柄上郡山田村（人骨入） 小宮柳太郎氏蔵 土偶 写真

２ 14 愛知県 尾張国市場出土 『考誌』25-１・『考古学』10-12 土偶 実測図

２ 14 神奈川県 神奈川県足柄上郡山田村出土 小宮柳太郎氏蔵 土偶 絵葉書

２ 15
岡山県・

香川県

蛸壺２種 (1)香川県井島発掘 (2)岡山県笠岡地方

S32.11
土器 写真

２ 15 大阪府 タコ壺形土器 堺市浜寺中学校蔵 S29.11.１ 土器 写真

２ 15 大阪府
タコ壺形土器 堺市浜寺中学校蔵 S29.11.１（大場先

生複写）
土器 写真

２ 15 大阪府
タコ壺形土器 堺市浜寺中学校蔵 S29.11.１（大場先

生複写）
土器 写真

２ 16 神奈川県 三浦郡南下浦町毘沙門洞窟出土貝包丁 貝製品 写真

２ 16 神奈川県 三浦郡南下浦町毘沙門洞窟出土骨角器 骨角器 写真

２ 17 福岡県
鉄製石包丁形品２個 大：筑前国嘉穂郡上穂波村北古賀

下原、小：同国飯塚市鶴三緒櫨山出土
鉄製品 写真

２ 17 福岡県
鉄製石包丁形品２個 大：筑前国嘉穂郡上穂波村北古賀

下原、小：同国飯塚市鶴三緒櫨山出土
鉄製品 拓本

２ 17 福岡県
鉄製石包丁形品２個 大：筑前国嘉穂郡上穂波村北古賀

下原、小：同国飯塚市鶴三緒櫨山出土
鉄製品 実測図

２ 18 新潟県
新潟県西頸城郡浦本村中浜海岸出土独鈷石 森成麟造氏

蔵 S29.11.30
石製品 写真

２ 18 ／
中根下区出土（弥生式伴出）土製勾玉・中根中区出土ス

リ切石斧 S24.３.18
土製品・石器 実測図

２ 19 ／ 椚国男氏より大場磐雄氏宛書簡 1969.８.28付 その他 書簡

３ １ ／ 出雲系氏族分布表資料 青銅器 表

３ １ ／ 銅鐸発見数及形式分類表 青銅器 表

３ １ ／ 銅鐸私考草稿メモ 青銅器 メモ

３ １ ／ 和名抄記載 郡郷控 青銅器 メモ

３ １ ／ 銅鐸記入表（昭和30年加入） 青銅器 表

３ １ ／ メモ 青銅器 メモ

３ １ ／ 第１次資料として挙げたもの 青銅器 メモ

３ １ ／ 表凡例メモ 青銅器 メモ

３ １ ／ 近畿・中国・四国地方銅鐸・多鈕鏡分布図 青銅器・鏡 分布図

３ ２ 神奈川県 横浜市港北区大場町稲荷前発見の土鐸 土製品 写真

３ ２ 神奈川県 横浜市港北区大場町稲荷前発見の土鐸送状 その他 書簡

３ ３ ／ 瀬戸内海付近青銅器発見分布図 S24.４製作 青銅器 地図

３ ３ ／ 神武天皇御東征順路図 青銅器 地図

３ ３ ／ メモ２枚 青銅器 メモ

３ ３ ／ 銅鐸の型式分類 青銅器 メモ

３ ４ 愛知県 愛知県宝飯郡小坂井町伊奈松間銅鐸の出土状態（復元） 青銅器 絵葉書

３ ４ 和歌山県
和歌山県日高郡上南部村遠景 久地峠・常楽・晩稲・大

久保谷・雨乞山・ダマ谷
遺跡 写真

３ ４ 和歌山県
和歌山県日高郡上南部村遠景 久地峠・常楽・晩稲・大

久保谷・雨乞山・ダマ谷
遺跡 写真

３ ４ 和歌山県 紀伊国日高郡上南部村大字晩稲字久地峠銅鐸出土地 遺跡 写真

３ ４ 和歌山県 紀伊国日高郡上南部村大字晩稲字久地峠銅鐸出土地 遺跡 写真

３ ４ 和歌山県 和歌山県日高郡上南部村晩稲久地峠出土袈裟襷文銅鐸 青銅器 写真

３ ４ 和歌山県 久地峠付近分布図 石舌発見地 S46.５.５ 遺跡 分布図

３ ５ ／ 石山寺縁起（宝鐸出現の図） その他 写真

３ ５ 静岡県
遠江国引佐郡三ケ日町字釣小字北山404番地 銅鐸出土

地近景
遺跡 写真

３ ５ 大阪府 鷹の巣山全景・遺跡中心部 遺跡 写真

３ ５ 大阪府 鷹の巣山付近地形図 『考古学』３月号藤野氏付図① 遺跡 地図

３ ５ 大阪府 鷹の巣山弥生式土器有紋部 土器 実測図・拓本

３ ５ 大阪府 鷹の巣山弥生式土器 土器 実測図
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３ ５ 大阪府 石製模造品 『考古学』３月号藤野氏附図⑤ 石製品 実測図

３ ５ 大阪府 河内鷹之巣山弥生式石器 『考古学』３月号藤野氏附図⑥ 石器 実測図

３ ６ 滋賀県 滋賀県大岩山 出土銅鐸 青銅器 写真

３ ６ 滋賀県 滋賀県大岩山 銅鐸発掘風景・全景写真説明図 遺跡 写真・メモ

３ ６ 滋賀県 滋賀県大岩山 銅鐸発掘風景・写真説明図 遺跡 写真・メモ

３ ６ 滋賀県 滋賀県大岩山 銅鐸出土地遠景 遺跡 写真

３ ６ 滋賀県 滋賀県大岩山 銅鐸出土地近景 遺跡 写真

３ ７ 徳島県 阿波国名西郡入田村矢野 銅鐸発見地 遺跡 写真

３ ７ 島根県 島根県命主神社境内・勾玉・戈
青銅器・

装身具
写真

３ ７ 愛知県 三河国宝飯郡小坂井町大字伊奈銅鐸発見状態図 青銅器 図版

３ ７ 香川県 香川県出土銅鐸メモ２枚 青銅器 メモ

３ ８ 福岡県
銅鐸表 福岡県筑紫郡春日町大字小倉字大南880-１

S38.２.３ 乙益氏 九州大学にて
青銅器 写真

３ ８ 福岡県
銅鐸裏 福岡県筑紫郡春日町大字小倉字大南880-１

S38.２.３ 乙益氏 九州大学にて
青銅器 写真

３ ８ 福岡県
銅鐸裏・上 福岡県筑紫郡春日町大字小倉字大南880-１

S38.２.３ 乙益氏 九州大学にて
青銅器 写真

３ ８ 福岡県
銅鐸上 福岡県筑紫郡春日町大字小倉字大南880-１

S38.２.３乙益氏 九州大学にて
青銅器 写真

３ ８ 福岡県
銅鐸上 福岡県筑紫郡春日町大字小倉字大南880-１

S38.２.３乙益氏 九州大学にて
青銅器 写真

３ ９ 静岡県 静岡市馬場発見小銅鐸 S23.10.31 望月薫弘君報 青銅器 実測図・拓本

３ 10 栃木県 栃木県小山市田間発見銅鐸正面 野口義麿氏贈 青銅器 写真

３ 10 栃木県 栃木県小山市田間発見銅鐸側面 野口義麿氏贈 青銅器 写真

３ 10 栃木県 栃木県小山市田間発見銅鐸上下面 野口義麿氏贈 青銅器 写真

３ 10 栃木県 栃木県小山市田間発見銅鐸 野口義麿氏贈 青銅器 実測図

３ 10 栃木県
野口義麿「栃木県小山市田間発見の銅鐸について」『考

古学雑誌』52-４ S42.３.25
青銅器 抜刷

３ 11 ／ 写真１ 銅鐸鋳造実験 青銅器 写真

３ 11 ／ 写真２ 銅鐸鋳造実験 青銅器 写真

３ 11 ／ 中口裕氏よりの書簡 その他 書簡

３ 12 長野県 長野県塩尻市柴宮銅鐸出土地及び出土状態 S35.11.５ 青銅器 写真

３ 12 長野県 長野県塩尻市柴宮銅鐸出土ピット及び出土状態 青銅器 写真

３ 12 長野県 塩尻都市計画図 S28.１ 案内図 その他 地図

３ 12 長野県 大門保育園新築工事建築計画一般図 その他 図面

３ 13 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 S35.10発見 鈕・底部 青銅器 写真

３ 13 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 S35.10発見 正面 青銅器 写真

３ 13 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 S35.10発見 正面・背面 青銅器 写真

３ 13 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 S35.10発見 正面・側面 青銅器 写真

３ 13 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 S35.10発見 鈕部分 青銅器 写真

３ 14 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 正面 青銅器 写真

３ 14 長野県 長野県柴宮発見銅鐸 側面 青銅器 写真

３ 15 長野県
信濃国塩尻市柴宮出土銅鐸 平出考古館蔵 S43.10.

28～30 平出博物館にて実測
青銅器 実測図

３ 16 静岡県 遠江国悪ケ谷出土銅鐸 青銅器 図版切抜

３ 16 静岡県
静岡県三ケ日町発見銅鐸 S25.４ 第49回考古学総会

記念絵葉書
青銅器 絵葉書

３ 17 愛知県
三河国宝飯郡小坂井村大字伊奈発見第１号銅鐸（『博物館

年報』大正15年度）
青銅器 図版

３ 17 愛知県
三河国宝飯郡小坂井村大字伊奈発見第２号銅鐸（『博物館

年報』大正15年度）
青銅器 図版

３ 17 愛知県
三河国宝飯郡小坂井村大字伊奈発見第３号銅鐸（『博物館

年報』大正15年度）
青銅器 図版

３ 17 愛知県
T13.12.22 愛知県宝飯郡小坂井村伊奈字松間発見銅鐸

正面 豊橋郷土史友会発行
青銅器 絵葉書

３ 17 愛知県
T13.12.22 愛知県宝飯郡小坂井村伊奈字松間発見銅鐸

側面 豊橋郷土史友会発行
青銅器 絵葉書

３ 18 富山県 越中高岡大橋氏蔵の銅鐸 青銅器 図版

３ 18 福井県
越前国坂井郡大石村字井ノ向発見銅鐸 名古屋富田重助

氏蔵 『考古図集』第８
青銅器 図版
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３ 18 石川県
伝石川県河北郡河北潟出土 銅鐸拓本 S33.10 考古

学協会総会席上にて
青銅器 拓本

３ 19 滋賀県
近江国野洲郡野洲村大字小篠原字大岩谷発掘銅鐸 東京

帝室博物館蔵
青銅器 図版

３ 19
滋賀県・

和歌山県

近江国小篠原町発掘銅鐸、紀伊国日高郡東内原村大字茨

木発掘銅鐸
青銅器 絵葉書

３ 19 滋賀県 滋賀県野洲郡野洲村小篠原出土銅鐸略測図 青銅器 実測図

３ 20 三重県
伊勢神戸村発掘銅鐸 東京帝室博物館蔵（『考古図集』第

１集）
青銅器 図版

３ 20 三重県 三重県野田 専修寺蔵銅鐸 青銅器 写真

３ 20 三重県 三重県野田 専修寺蔵銅鐸 青銅器 写真

３ 20 三重県 四日市市伊坂町蔓上神社蔵銅鐸 青銅器 写真

３ 21 和歌山県
紀伊国日高郡上南部村晩稲字久地峠出土銅鐸 『上代文

化』第20輯
青銅器 写真

３ 21 和歌山県
新宮宝物銅鐸 S37.８.７ 新宮市権現山神倉神社こと

びき岩下速玉神社蔵
青銅器 写真

３ 21 和歌山県
和歌山県有田郡箕島町大字新堂発掘銅鐸（『博物館年報』

昭和８年度）
青銅器 図版

３ 21 和歌山県 紀州道成寺蔵 袈裟襷文銅鐸 重要美術品 青銅器 絵葉書

３ 21 和歌山県 道成寺蔵 銅鐸 S38.８ 青銅器 写真

３ 21 和歌山県
和歌山県日高郡上南部村大字晩稲発掘銅鐸（『博物館年

報』昭和５年度）
青銅器 図版

３ 22 京都府
京都市右京区梅ガ畑向地町出土銅鐸第２号 日本考古学

協会 S39年度大会記念
青銅器 絵葉書

３ 22 奈良県 奈良市秋篠町出土銅鐸 日本考古学会総会記念葉書 青銅器 絵葉書

３ 22 奈良県
大和国南葛城郡吐田郷村大字名柄発掘銅鐸・大和国南葛

城郡吐田郷村大字名柄発掘細線鋸 文鏡
青銅器・鏡 絵葉書

３ 22 奈良県 大和国南葛城郡名柄発掘銅鐸及鏡 青銅器・鏡 図版

３ 22 奈良県
大和宇智郡坂合村火打野発見銅鐸 『大和考古資料集』其

三
青銅器 絵葉書

３ 22 奈良県 奈良市秋篠町出土銅鐸 青銅器 絵葉書

３ 23 大阪府 河内恩智発見銅鐸 東京帝室博物館蔵（『考古図集』19） 青銅器 図版

３ 23 大阪府 河内国中河内郡中高安村大字恩智垣内山発見銅鐸 青銅器 図版

３ 23 大阪府
伝河内国羽曳山発掘銅鐸 葛西社氏出品（『博物館年報』

大正14年度）
青銅器 図版

３ 24 兵庫県 袈裟襷文銅鐸（桜ケ丘５号） 青銅器 図版切抜

３ 24 兵庫県
４号銅鐸カラー図版 神戸市立考古館会館記念 S44.

５.１
青銅器 図版

３ 24 兵庫県
５号銅鐸カラー図版 神戸市立考古館会館記念 S44.

５.１
青銅器 図版

３ 24 兵庫県
４号銅鐸白黒図版 神戸市立考古館会館記念 S44.５.

１
青銅器 図版

３ 24 兵庫県
５号銅鐸白黒図版 神戸市立考古館会館記念 S44.５.

１
青銅器 図版

３ 24 兵庫県
『 解説>神戸市桜ケ丘出土銅鐸について』保坂三郎 神

戸市立考古館会館記念 S44.５.１
青銅器 パンフレット

３ 25 兵庫県 摂津武庫郡打出村親王時蔵（『考古図集』９） 青銅器 図版

３ 25 大阪府
和泉国泉北郡福泉町菱木発見銅鐸 考古学教室標本絵葉

書
青銅器 絵葉書

３ 26 京都府 與謝郡三河内発見銅鐸（『考古図集』35） 青銅器 図版

３ 27 岡山県
岡山県後月郡木之子村字猿森2195番地出土銅鐸 S25.

４.１
青銅器 写真

３ 27 岡山県
岡山県岡山市邑久郡大宮村藤井 安仁神社裏出土銅鐸

安仁神社蔵
青銅器 写真

３ 27 岡山県
備中吉備郡呉妹村大字妹字池上発掘銅鐸（『岡山県考古資

料』）
青銅器

絵葉書・

図版切抜

３ 27 岡山県
伝備中吉備郡足守村大字上足守発掘銅鐸（『岡山県考古資

料』）考古集会35回例会坪井会長よりの寄贈 S５.５
青銅器 絵葉書

３ 27 岡山県 備中吉備郡発見銅鐸（『博物館年報』昭和２年度） 青銅器 図版

３ 28 島根県 島根県八束郡鹿島町字志谷奥銅鐸出土地（一） 青銅器 写真

３ 28 島根県 銅鐸出土地と出土銅鐸 青銅器 写真

３ 28 島根県 A銅鐸 表裏 青銅器 写真

弥
生
時
代
編

資
料
目
録

－ －92



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

３ 28 島根県 A銅鐸 舞と底部 青銅器 写真

３ 28 島根県 B銅鐸 表裏 青銅器 写真

３ 28 島根県 B銅鐸 舞と底部 青銅器 写真

３ 28 島根県 銅剣 六口 青銅器 写真

３ 28 島根県 鹿島町字志谷奥出土銅鐸略図 青銅器 実測図

３ 28 島根県 出雲国青銅器出土地分布図 青銅器 分布図

３ 29 島根県
松江市某家所蔵銅鐸 正面・側面 『古代学研究』25号

S35 近藤正君発見 松江市宍道町木幡久左衛門氏蔵
青銅器 写真

３ 29 島根県 島根県宍道町木幡氏蔵銅鐸 S39.３.８ 青銅器 写真

３ 29 島根県 島根県八束郡宍道町 木幡氏蔵 S35.５拓本 青銅器 拓本

３ 29 島根県 島根県八束郡宍道町 木幡氏蔵 S39.３.８拓本 青銅器 拓本

３ 30 島根県 石見国那賀郡上府村宇城山発見銅鐸 青銅器 図版

３ 30 兵庫県
但馬国城崎郡湊村大字気比発見銅鐸装飾文鑄出動物文

東京帝室博物館蔵
青銅器 図版

３ 30 兵庫県 銅鐸（但馬国城崎郡港村大字気比発掘） 青銅器 図版

３ 31 高知県
土佐国土佐郡森村土居銅鐸（考古学会35回総会坪井会長

より 御神体なり）
青銅器 絵葉書

３ 32 香川県 内間鐸 青銅器 写真

３ 32 香川県 内間鐸 青銅器 実測図

３ 32 香川県
「香川県綾部郡綾南町内間出土土銅鐸とその遺跡」付図

（地形図）１枚 『青銅部会会報』２号
青銅器 雑誌

３ 33 香川県 我拝師山出土鐸 正面・背面・側面・底面 青銅器 写真

３ 33 香川県 我拝師山出土鐸 正面 青銅器 拓本

３ 33 香川県 我拝師山出土鐸 正面・側面・底面 青銅器 実測図

３ 33 香川県

弥生式土器及石錘 香川県善通寺市拝師山北麓出土・

1965年９月流水文銅鐸出土地点から東側６m 菅昌彦氏

の畑

土器・石器 実測図

３ 34 香川県 大橋八郎氏蔵 銅鐸 青銅器 図版

３ 34 香川県
銅鐸 讃岐国三豊郡一の谷大字古川字南下1063発見（『博

物館年報』大正14年度）
青銅器 図版

３ 34 香川県
讃岐国三豊郡二宮村大字羽方発見銅鐸（『博物館年報』昭

和３年度）
青銅器 図版

３ 34 香川県
伝大麻山発見 琴平神社蔵 S24.４.10 高松市文化館

蔵
青銅器 拓本

３ 34 香川県 銅鐸（伝讃岐国発掘） 青銅器 絵葉書

３ 35 ／ 流水文銅鐸 青銅器 絵葉書

３ 35 ／ 袈裟襷文銅鐸（明治考古学絵葉書第７集） 青銅器 絵葉書

３ 35 兵庫県
銅鐸 兵庫辰馬悦蔵氏蔵 大阪毎日新聞社主催2600年歴

史展覧会記念絵葉書
青銅器 絵葉書

３ 35
広島県・

兵庫県
銅鐸 安芸福田・但馬城崎 青銅器 図版

３ 35

静岡県・

滋賀県・

和歌山県・

鳥取県

紀伊日高郡出土・遠江引佐郡伊井谷発見・伝近江出土・

伝伯耆出土 各種銅鐸
青銅器 図版

３ 35 ／ 銅鐸 吉川準氏蔵（『考古図集』第18集） 青銅器 図版

３ 35 ／
銅鐸 妙国寺寄託・寺伝源頼朝甲山神社寄進物の一（『博

物館年報』大正14年度）
青銅器 図版

３ 35 ／ 銅鐸・舌 青銅器
図版切抜・

実測図

３ 35 ／ 出土地不詳 銅鐸 神宮特別展 笹野長桔氏蔵 青銅器 写真

３ 35 ／ 出土地不詳 銅鐸 神宮特別展 笹野長桔氏蔵 青銅器 写真

３ 35 ／ 流水文銅鐸 青銅器 写真

３ 36 三重県 三重県河芸郡栄村大字磯山出土銅鐸拓本 表裏各１枚 青銅器 拓本

３ 37 ／ 扁鐘 内田原義氏蔵 青銅器 図版

３ 37 ／ 銅鼓裏文様 東京国立博物館蔵（『考古図集』第９集） 青銅器 図版

３ 38 ／ 舌環銅鐸の形状とその舌環 宮城誠介氏旧蔵 青銅器 図版

３ 38 ／ 出土地不明 銅鐸と舌 青銅器 図版

３ 39 愛知県 名古屋市瑞穂町出土土器 文様 土器 写真

３ 39 香川県 伝讃岐出土銅鐸拓影 青銅器 図版

３ 39 大阪府
河内恩智発見銅鐸文様拓本 東京帝室博物館蔵（『考古図

集』第19集）
青銅器 図版
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３ 39 大阪府 和泉国東葛城村発見銅鐸 京都帝国大学文化大學蔵 青銅器 図版

３ 39 福井県 越前大石村発見銅鐸の一部（『考古図集』第９集） 青銅器 図版

３ 39 奈良県 石上発見銅鐸 青銅器 図版

３ 39 ／ 銅鐸 文様拓本 吉川準氏蔵（『考古図集』第18集） 青銅器 図版

３ 39 ／ 銅鐸に現れた弓 青銅器 図版

３ 39 ／ 鋳出動物文 （『上代文様』集８輯） 青銅器 図版

３ 39 ／ 鋳出動物文 東京帝室博物館蔵 （『上代文様集』10輯） 青銅器 図版

３ 39 福井県
鋳出人物画像文 岡部直景氏蔵 越前国坂井郡大石村大

字井向発見発見銅鐸身一部文様（『上代文様集』10輯）
青銅器 図版

３ 39 和歌山県

鋳出人幾何学・曲線文 紀伊国日高郡東内原村大字茨木

発見・三河国宝飯郡小坂井村大字伊奈発見（『上代文様集』

11輯）

青銅器 図版

３ 39 ／ 鋳出原始文・人物画像文 （『上代文様集』12輯） 青銅器 図版

３ 39 ／ 鋳出及半肉彫人物画像文 （『上代文様集』12輯） 青銅器 図版

３ 40 愛知県
伝三河国北設楽郡嶺村段戸山出土銅鐸 砥鹿神社蔵 天

保２辛卯発見
青銅器 拓本・図版

３ 40 愛知県

尾張篠木発見

尾張東春日井郡篠木村大字神領字元屋敷 木船神社拝殿

天井裏ニアリ・雨乞ニ使用ス・安政五年九月発見２個（地

頭鈴木氏所有）

青銅器 拓本

３ 40 ／ 銅鐸 田中徳広 青銅器 図版切抜

３ 40 ／ メモ１枚 その他 メモ

３ 40 ／
『青銅器時代についての一考察』 国史科16年度33番

関根忠邦
青銅器 レポート

４ １ 広島県 木の宗山立岩 遺跡 図版切抜

４ １ 広島県 木の宗山山頂より 遺跡 写真

４ １ 広島県 木の宗山近景 標高413.1m 遺跡 写真

４ １ 広島県
広島県安芸郡安芸町福田木ノ宗山銅鐸・銅剣・銅戈出土

地 近景・遠望・立岩
遺跡 写真

４ １ 広島県
木ノ宗山にむかう一行（森氏・大場先生・川戸氏） S34.

10.25実査 乙益君撮影
遺跡 写真

４ １ 広島県
安芸国安佐郡福木村福田木宗山発見青銅器 『日本考古

図録大成』第６「青銅器」所載
青銅器 図版切抜

４ １ 広島県 木ノ宗山立岩 遺跡 写真

４ １ 広島県 安芸国安佐郡福田銅鐸発見地 遺跡 図版

４ ２ 広島県 木宗山 近景 乙益氏撮 遺跡 写真

４ ２ 広島県 木宗山 立岩 乙益氏撮 遺跡 写真

４ ２ 香川県
讃岐国仲多度郡吉原村銅剣発見地（我拝師山麓）『考古

学雑誌』29-11 寺田貞次氏蔵
遺跡 写真

４ ２ 広島県 邪視文銅鐸と伴出の銅剣・銅戈 青銅器 写真

４ ２ 広島県 安芸国安芸郡福木村福田 立岩木宗山 遺跡 写真

４ ２ 広島県 安芸国福田出土 邪視文銅鐸 青銅器 写真

４ ２ 広島県 祭祀（弥生）広島県木ノ宗山遺跡 遺跡 写真

４ ３ 広島県 出土状態 遺構 実測図

４ ３ 広島県 邪視文銅鐸 青銅器 写真

４ ３ 広島県 伴出遺物 銅剣・銅戈 青銅器 写真

４ ３ 広島県 邪視文銅鐸拓本 34.10.24 青銅器 拓本

４ ４ 和歌山県
和歌山県那賀郡貴志川町岸宮遺跡 S34.１調査（金谷氏

より）
遺構 写真

４ ４ 和歌山県
和歌山県串本町祭祀遺跡 矢倉社（神泉）・向屋敷遺跡

S38.８.14・向屋敷発見品（平氏蔵）椙山氏写
遺跡・石製品 写真

４ ４ 和歌山県
和歌山県串本町大水崎遺跡 遺跡から見た小山 S38.

８.14
遺跡 写真

４ ４
和歌山県･

香川県

和歌山県串本町大水崎 大水崎・香川県観音寺部山東出

土品（椙山氏写）・大水崎出土紡錘車（平氏蔵） Ｓ38.８.

12

石製品 写真・拓本

４ ４ 和歌山県 日高郡大山 道成寺付近より臨む S38.８.16 遺跡 写真

４ ４ 和歌山県
白浜坂田山遺跡 遠景、発見遺物（田辺図書館）臼玉・

管玉・アスカ神社 S38.８.12
装身具 写真

４ ４ 和歌山県 白浜坂田山遺跡 遠景・近景 遺跡 写真
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４ ４ 和歌山県
串本町向屋敷出土土製品・串本町大水崎出土石製品遺物

伊勢田氏

土製品・

石製品
写真

４ ４ 和歌山県
紀伊国西牟婁郡串本町向屋敷出土玉類・石製品（『上代文

化』23輯）

装身具・

石製品
写真

４ ４ 和歌山県
和歌山県日高郡川辺町法徳寺遺跡（正面の山は「大山」）

S37.12.８ 巽三郎氏寄贈
遺跡 写真

４ ４ 和歌山県 鍾乳石・石棒 石棒 写真

４ ４ ／ 「古代祭祀遺構」『上代文化』30輯 S35.６ 金谷克己 遺構 抜刷

４ ５ 兵庫県 城崎町銅鐸発見地 近景 青銅器 写真

４ ５ 兵庫県 兵庫県豊岡市気比銅鐸出土地 S42.10 森谷氏撮影 青銅器 写真

４ ５ 兵庫県 兵庫県豊岡市気比 近景 青銅器 写真

４ ５ 兵庫県 兵庫県豊岡市気比 遠景 青銅器 写真

４ ５ 兵庫県 「気比銅鐸出土地」 S42.８.15 青銅器 メモ

４ ５ 兵庫県 城崎 五万分の一 遺跡 地図

４ ６ 大阪府 保久良神社境内 遺跡 写真

４ ６ 大阪府 磐鏡・出土銅戈・石鏃
遺跡・青銅器

・石器
写真

４ ６ 大阪府 保久良神社の磐境に関する報告書 付図１・図版４ 遺跡 報告書

４ ６ 大阪府 『保久良神社・磐鏡』 付図２ 遺跡 報告書

４ ７ 岡山県 岡山県真庭郡湯原町社 出土品 土器 写真

４ ７ 岡山県 岡山県真庭郡湯原町社 出土品 土器 メモ

４ ８ 熊本県 熊本県八代市西片町出土軽石製岩偶 江上敏勝氏蔵 石製品 写真

４ ８ 鳥取県
鳥取県大山町庄田道原出土分銅形土版（弥生式） 鳥取科

学博物館 S40.８.15
土製品 写真

４ ８ ／ 人形木製品 S42.８.８ 木製品 写真

４ ８ 熊本県 八代郡長田町鐘つき堂出土弥生式岩偶 S36.８ 石製品 写真

４ ８
福岡県・

佐賀県
八角形器台出土地名表 遺跡 メモ

４ ８ 福岡県
甕棺における祭祀遺物 福岡県筑紫郡筑紫町大字阿志岐

シメの口遺跡出土 弥生中期大型特殊器台
土器 写真

４ ８ 福岡県
甕棺における祭祀遺物 福岡県筑紫郡筑紫町大字阿志岐

シメの口遺跡出土 弥生中期壺
土器 写真

４ ８ 福岡県
甕棺における祭祀遺物 福岡県筑紫郡筑紫町大字阿志岐

シメの口遺跡出土 弥生中期高
土器 写真

４ ９ 鳥取県
鳥取県大山町庄田道原出土分銅形土版（弥生式） 鳥取科

学博物館 S40.８.15
土製品 拓本

４ 10 広島県 尾道市大峰山 遠景 木下忠氏 遺跡 写真

４ 10 広島県 尾道市大峰山 近景 木下忠氏 遺跡 写真

４ 10 広島県
木下忠「尾道市大峰山出土銅鉾・銅剣について」『考古

研究』第２号 広島考古学会
青銅器 抜刷

５ １ 茨城県 常陸国女方出土人面付甕 杉原氏『原史学序論』所載 土器 図版切抜

５ １ 茨城県 茨城県平磯町発見 人面付甕 S31.８.17 土器 写真

５ １ 茨城県 茨城県平磯町発見 壺（底部穿穴） S31.８.17 土器 写真

５ １ 栃木県
七角口縁壺（弥生式土器）栃木県葛生町上仙波遺跡（日

本大学文学部絵葉書第１輯 S38.４）
土器 絵葉書

５ １ 神奈川県 神奈川県秦野出土壺 土器 写真

５ １ 栃木県
下野国河内郡国元村大字野澤発見筒形土器 東京帝国大

学人類学教室蔵（『原始文様』３）
土器 図版

５ １ ／ 北関東弥生式土器出土地名表 土器 表

５ ２ 福島県
福島県郡山市延寿寺蔵土器（S24.７.17） 守山町枇杷

沢・郡山市小原田町七ツ池・枇杷沢
土器 写真

５ ２ 宮城県

宮城県仙台市七郷藤田出土壺形土器（毛利總七郎・遠藤

源七氏蔵） 東北大学文学部奥羽史科調査部発行 石器

時代遺物絵葉書第１輯

土器 絵葉書

５ ２ 福島県
福島県西白河郡表郷村滝ノ森出土 人面付壺正面１・２

S32.４.14（亀井氏）
土器 写真

５ ２ 福島県
福島県西白河郡表郷村滝ノ森出土 人面付壺側面・１の

拡大 S32.４.14（亀井氏）
土器 写真

５ ２ 宮城県 宮城県仙台市南小泉出土土器 土器 実測図

５ ３ 神奈川県
神奈川県都築郡山内村石川付近出土 朱塗土器・磨製石

斧
土器・石器 写真
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５ ３ ／ 峯千鳥古墳発見 壺 土器 写真

５ ３ 神奈川県
神奈川県都築郡新田村字高田出土壺形土器 大山史前学

研究所蔵
土器 図版切抜

５ ３
茨城県・

埼玉県

青木町権現山出土の壺（伊庭政義氏採集）・秩父発見不明

土製品・茨城筑波今鹿島（石川氏蔵）・川越図書館蔵

土器・石器・

土製品

写真・図版切

抜

５ ３ 東京都
八王子向原遺跡（八区１号炉跡・隅丸方形・前野町期）

S39.４
遺構 写真

５ ３ 東京都 村山町吉祥山遺跡（弥生後期竪穴） S38.９.７ 寺村氏 遺構 写真

５ ３ 東京都
東京都板橋第５小学校内発見（前野町期） S28.10.21

友野氏より
遺構 写真

５ ３ ／ 代田町円乗院遺跡出土壺 土器 写真

５ ３ 東京都
板橋区向屋敷竪穴住居跡（板橋区上板橋町３）第２号竪

穴・第３号竪穴
住居跡 実測図

５ ３ 東京都
東京都久ヶ原町出土壺形土器 日本考古学会第60回総会

記念絵葉書 S36.４.28
土器 絵葉書

５ ４ 千葉県
千葉県市川市須和町根久留見 香炉形土器（葛飾区本田

渋江町406 小林大八氏蔵）柴田常恵氏撮影
土器 写真

５ ４ 千葉県
千葉県市川市須和町根久留見出土 香炉形土器（葛飾区

本田渋江町406 小林大八氏蔵）
土器 写真

５ ４ 千葉県
千葉県市川市須和町根久留見出土 香炉形土器（葛飾区

本田渋江町406 小林大八氏蔵）
土器 写真

５ ４ 千葉県
千葉県市川市須和町根久留見出土 香炉形土器（葛飾区

本田渋江町406 小林大八氏蔵）
土器 写真

５ ５ 千葉県 霞ケ浦沿岸発見石剣 千葉県君津郡波岡村小学校蔵 石器 写真

５ ５ 千葉県 下総市川真間出土 壺 土器 写真

５ ５ 千葉県 千葉県君津郡中郷村大字大寺字住吉出土 壺 土器 写真・拓本

５ ５ 千葉県 下総須和田出土弥生式土器 土器 写真・拓本

５ ５ 千葉県 国府村屋敷出土土器 土器 拓本

５ ５ 千葉県 上総国菊間村若宮 土器 土器 スケッチ

５ ５ 千葉県 下総須和田出土弥生式土器 土器 拓本

５ ５ 千葉県 下総須和田竪穴住居出土縄文式土器・弥生式土器 土器 拓本

５ ５ 千葉県 加曽利貝塚 有角石斧 上羽貞幸氏所蔵 石器 実測図

５ ５ 千葉県
磨製石斧 神戸村中里巴川付近（伊藤成房氏蔵）蛇紋岩・

神戸村犬石 島田純氏宅地より
石器 実測図

５ ６ 千葉県 弥生式竪穴住居 千葉県柏町戸張 S27.７.28 遺構 写真

５ ６ 千葉県
千葉県柏町戸張 文京区「柏学園」内弥生式住居跡復原

図 樋口清之案 S26.９.10
遺構 実測図

５ ７ 福島県 福島周辺出土 接触式土器 S24.７.19 土器 写真

５ ７ 福島県
右：会津南御山・中：白河天王山・左：勿来町 S26.９.

29
土器 写真

５ ７ 福島県
１.安積郡杉田村舟形石・２.福島市山ノ内・３.信夫郡平

田言舟・４.相馬郡福田村台前
土器 写真

５ ８ 千葉県
千葉県君津郡天羽町湊富士見台511番地出土弥生（久ヶ原

式土器）竪穴住居跡 S42.２.28
遺構 写真

５ ８ 千葉県
千葉県君津郡天羽町湊富士見台511番地出土弥生（久ヶ原

式土器）竪穴住居跡 S42.２.28
遺構 写真

５ ９ 東京都 八王子津木大谷遺跡 宇津木地区 遺跡 写真

５ ９ 東京都 八王子津木大谷遺跡 遺跡全貌・宇津木地区全貌 遺跡 写真

５ ９ 東京都 八王子津木大谷遺跡 大谷地区 遺跡 写真

５ ９ 東京都
八王子市宇津木町向原遺跡住居跡一覧表 中央高速道八

王子地区遺跡調査団
その他 表

５ ９ 東京都 『宇津木町向原遺跡調査資料』 遺跡 パンフレット

５ ９ 東京都 八王子市宇津木町向原遺跡遺跡分布図 遺跡 実測図

５ 10 神奈川県 相州海老名村発見台付土器 温故館蔵 土器 写真

５ 10 神奈川県
長頚壺形土器（宮ノ台式）相模国三浦郡初音村赤坂出土

明治大学蔵（S28）
土器 絵葉書

５ 10 神奈川県 相模寒川神社付近出土土器 土器 拓本

５ 11 ／ 石器写真集 石器・石製品 写真

５ 11 ／ 土器類写真集 土器・土偶 写真

５ 12 福島県 福島県天王山発見遺物 土器・石器・土製品・炭化物

土器・石器・

土製品・植物

遺存体

写真
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５ 12 福島県 福島県天王山遺跡 遺物出土状態 遺構 写真

５ 12 福島県
福島県白河市天王山遺跡 出土土器（A’号・H号・他出

土）
土器 写真

５ 12 福島県 福島県白河市天王山遺跡 出土土器（M 号・他出土） 土器 写真

５ 12 福島県
福島県白河市天王山遺跡 出土土器（C号・J号・M 号出

土）
土器 写真

５ 12 福島県 福島県白河市天王山遺跡 出土土器（L号・他出土） 土器 写真

５ 12 福島県 福島県白河市天王山遺跡 出土土器 土器 写真

５ 12 福島県 福島県白河市天王山遺跡 出土土器（A号・他出土） 土器 写真

５ 12 福島県 福島県白河市天王山遺跡 出土土器（J号・他出土） 土器 写真

５ 12 福島県
福島県白河市天王山遺跡 出土土器（A号・B’号・F号・

J号出土）
土器 写真

５ 12 福島県
福島県白河市（大沼地点）大字久田野字足柄山14（俗称：

天王山）出土土器
土器 写真

５ 12 福島県 １. S26.10.15 岩越採拓 白河高校蔵 土器 拓本

５ 12 福島県
２. 天王山 高 脚部 S25.５.３ J地点 S26.10.

15岩越採拓
土器 拓本

５ 12 福島県 ３. S25.５.12 A S26.10.15岩越採拓 土器 拓本

５ 12 福島県 ４. S25.３末 S26.10.15岩越採拓 白河高校蔵 土器 拓本

５ 12 福島県 ５. 天王山十王台並行土器 土器 拓本

５ 12 福島県
『天王山遺跡の調査報告』福島県白河農業高等学校教

諭：藤田定市 S26.１.15発行
遺跡 冊子

５ 12 福島県 『天王山式土器の紋様図集』S26.10.28発行 土器 冊子

５ 12 福島県 岩越二郎氏より その他 書簡

５ 12 福島県 メモ（あとがき） その他 メモ

５ 13 神奈川県 箱根仙石原発見土器 武相考古館蔵 土器 写真

５ 13 神奈川県 第88図 L地点１号住居跡 遺構 実測図

５ 13 神奈川県 第87図 L地点１号住居跡出土土器 土器 実測図

５ 13 茨城県 茨城発見人面土器正面 亀井氏 S40.９ 土器 写真

５ 13 茨城県 茨城発見人面土器側面 亀井氏 S40.10 土器 写真

５ 13 茨城県 茨城発見人面土器 亀井氏 S40.11 土器 写真

５ 13 栃木県
栃木県佐野市 出流原遺跡絵葉書（６枚セット） 佐野市

教育委員会

遺跡・遺構・

土器・石製品
絵葉書

５ 13 岩手県
岩手県考古学資料絵はがき（５枚セット） 日本考古学協

会昭和41年度大会準備委員会
土器 絵葉書

６ １ 愛知県 三河国小坂井稲荷山 弥生壺 土器 写真

６ １ 愛知県 三河国小坂井稲荷山 壺の口縁内側 土器 写真・拓本

６ １ 愛知県 三河小坂井稲荷山出土弥生式土器 土器 拓本

６ １ 愛知県 愛知県宝飯郡小坂井町小坂井欠山貝塚 出土土器 土器 実測図

６ １ 愛知県
渥美郡福江町畠及び宝飯郡小坂井村小坂井発掘土器（丸

地古城蔵）、駿東郡金岡村東沢田出土弥生式土器
土器 写真・絵葉書

６ １ 愛知県 三河国渥美郡保美平城貝塚出土土器 土器 図版

６ １ 愛知県 『瓜郷遺跡絵葉書』第１輯（３枚セット）
遺跡・土器・

石器
絵葉書

６ ２ 愛知県 尾張熱田神宮高倉神社境内出土土器 土器 写真

６ ２ 愛知県 名古屋市外桜田貝塚出土魚形壺土器 成田十九氏蔵 土器 絵葉書

６ ２ 愛知県 名古屋市外桜田貝塚出土魚形壺土器 土器 写真

６ ２ 愛知県 尾張国丹羽郡浅野沼出土壺形土器 土器 写真・拓本

６ ２ 愛知県 尾張国中島萩原二宮出土土器 土器 拓本

６ ２ 愛知県 弥生式土器 坩と高 土器 図版切抜

６ ２ 愛知県 名古屋市西志賀貝塚出土壺形土器 土器 絵葉書

６ ２ 愛知県 一宮市萩原町富田方県立尾張病院出土土器 一宮市蔵 土器 絵葉書

６ ２ 愛知県
尾張国熱田神宮高倉神社境内出土小型壺 名古屋市中区

永楽町堀江瀧三郎氏蔵 Ｓ41.２
土器 写真

６ ２ 愛知県
名古屋市熱田貝塚出土脚付壺形土器（『原始文様集』11）

東京帝國大學理學部人類学教室蔵
土器 図版

６ ２ 愛知県
名古屋市熱田発見壺形土器（『原始文様集』11） 徳川頼

倫侯所蔵
土器 図版

６ ２ 愛知県 愛知懸野 甚田方 石器 石器 写真

６ ２ 愛知県 尾張国丹波郡岩倉町石仏発見弥生式土器 土器 絵葉書

６ ２ 愛知県 尾張国丹波郡岩倉町石仏発見赤彩小壺 土器 絵葉書
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６ ３ 愛知県 名古屋市西志賀貝塚 土器 拓本

６ ４ 静岡県
菊川町白岩遺跡 溝の発掘・出土状態 S48.８.18・８.

26
遺構 写真

６ ４ 静岡県 白岩遺跡発見遺物 (1)土器・木製鍬 S48.８.18 土器・木製品 写真

６ ４ 静岡県 白岩遺跡発見遺物 (2)又鍬 S48.８.18 木製品 写真

６ ４ 静岡県 白岩遺跡発見遺物 (3)鍬未製品・卜骨 S48.８.18 木製品 写真

６ ４ 静岡県 鍬入式 S48.６.30 遺跡 写真

６ ４ 静岡県 予備調査１ B地点出土木器 S48.４ 木製品 写真

６ ４ 静岡県
白岩遺跡 溝遺物出土状況・出土土器・出土木製品 北

沢広君寄贈
遺跡・遺構 写真

６ ５ 愛知県 豊浜町海岸発見青銅製品・土製品・鉄製品
青銅器・鉄製

品・土製品
写真

６ ５ 愛知県 豊浜町発見石器 石器 写真

６ ５ 愛知県 豊浜町海岸発見石器 石器 写真

６ ５ 愛知県 豊浜町海岸発見石器 石器 写真

６ ５ 愛知県 豊浜町遺跡遠景 皇紀2591.12.６ 遺跡 写真

６ ５ 愛知県 豊浜町海岸遺跡付近地図 遺跡 地形図

６ ５ 愛知県 小佐海岸出土赤焼土器片 土器 拓本

６ ５ 愛知県 知多郡師崎町峡谷遺跡出土土器 土器 拓本

６ ５ 愛知県 そか海岸遺跡出土磨製石斧（閃緑岩質） 石器 実測図

６ ５ 愛知県 そか海岸遺跡出土磨製石斧（石質不明淡緑灰色） 石器 実測図

６ ５ 愛知県 そか海岸遺跡出土磨製石斧（閃緑岩質） 石器 実測図

６ ５ 愛知県 そか海岸遺跡出土打製石斧（閃緑岩砂岩）その他数個 石器 実測図

６ ５ 愛知県
石錘 玉石ノミ 中形－９ ソカ－100個余 火穴－

30個位 峠－５個くらい
石器 実測図

６ ５ 愛知県 敲石、磨石 その他敲石、磨石など数個 石器 実測図

６ ５ 愛知県
山の神（篠島村）磨製石斧・篠島字神戸勾玉（瑪瑙製）・

石鏃（有柄）
石器・装身具 実測図

６ ５ 愛知県 土製品 土製品 実測図

６ ５ 愛知県 磨製石斧 石器 実測図

６ ５ 愛知県 磨製石斧 石器 実測図

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ６ 静岡県 白岩遺跡土器 田辺氏より Ｓ26.８.26 土器 拓本

６ ７ 静岡県
遠江庵原郡飯田村高橋出土弥生式土器 静岡市郷土館陳

列
土器 写真

６ ７ 静岡県
西益津村大字郡字殿田出磨製石斧・土器 S27.６.10

堀田氏より
石器・土器 実測図・拓本

６ ７ 静岡県
沼津市三枚橋町北方冬地及大岡村白先 磨製石斧 三島

神社博物館
石器 写真

６ ８ 静岡県 函南村発田遺跡出土弥生式土器 S26.12.10 土器 写真

６ ８ 静岡県 函南村発田遺跡出土須恵器・ 皿 S26.12.10 土器 写真

６ ８ 静岡県 函南村発田遺跡出土土師器高 S26.12.10 土器・木製品 写真

６ ９ 静岡県 伊豆国田方郡田中村田原段発見土器 （西嶋義之蔵） 土器 写真・拓本

６ ９ 静岡県 T13.２.７ 田中小学校敷地内工事中出土土器 土器 拓本

６ ９ 静岡県 T13.２.７ 田中小学校敷地内工事中出土土器 土器 拓本

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡遠望 S26.12.10 遺跡 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡遠望 S26.12.10 遺跡 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡調査風景 S26.12.10 遺跡 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡畦地 S26.12.９ 遺跡 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡畦地 S26.12.９ 遺跡 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡土器 長岡中学校 S26.12.10 土器 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡土器 三島南村 S26.12.10 土器 写真

６ ９ 静岡県 長岡ママの上遺跡土器 三島南村 S26.12.10 土器 写真

６ ９ 静岡県 伊豆山木発見遺物 木器・土器 S25.12.26 木製品・土器 写真

６ ９ 静岡県 伊豆山木発見遺物 木器 S25.12.26 木製品・土器 写真

６ ９ 静岡県 伊豆山木遺跡 S25.12.26 遺跡 写真
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６ ９ 静岡県 伊豆賀茂谷津小学校村出土土器 S32.５.５ 土器 写真

６ ９ 静岡県 カメ山出土遺物 S32.５.６ 土器 写真

６ ９ 静岡県 内の原・宇佐美大原町出土土器 土器 写真

６ ９ 静岡県 宇佐美中央学園内出土土器 S32.５.６ 土器 写真

６ ９ 静岡県 宇佐美中央学園内出土土器 S32.５.６ 土器 写真

６ ９ 静岡県 宇佐美・泉荘・宇佐美中央学園出土土器 S32.５.６ 土器 写真

６ ９ 静岡県 竹の台 出土土器 S32.５.６ 土器 写真

６ ９ 静岡県 石製品（勾玉・環状石斧他） 装身具・石器 写真

６ 10 静岡県 佐渡山、セイゾウ山遠望 遺跡 写真

６ 10 静岡県 佐渡山出土 石器 石器 写真

６ 10 静岡県 佐渡山出土 石器・土器 石器・土器 写真

６ 10 静岡県 佐渡山出土 土器 土器 写真

６ 10 静岡県 佐渡山出土 土器 土器 写真

６ 10 静岡県 佐渡山出土 土器 土器 写真

６ 10 静岡県 セイゾウ山出土 石器 石器 写真

６ 10 静岡県 セイゾウ山出土 石棒・石器 石器・石棒 写真

６ 10 静岡県 セイゾウ山出土 石棒・石器 石器・石棒 写真

６ 10 静岡県 セイゾウ山出土 土器 土器 写真

６ 10 静岡県 セイゾウ山出土 土器・石器・植物遺存体・炭化材
土器・石器・

植物遺存体
写真

６ 10 新潟県 新潟県北蒲原郡安田村六の瀬出土土器 土器 写真

６ 10 静岡県 田方郡中郷村中島出土壺 三島神社宝物館 土器 写真

６ 10 静岡県 伊豆田方郡中郷村中島出土壺形土器 土器 写真

６ 10 静岡県 伊豆田方郡中郷村中島出土壺形土器 土器 拓本

６ 11 長野県
松本市筑摩上（堀江氏蔵）壺形土器・松本市城山木沢（博

物館蔵）甕形土器・松本市四ッ中（博物館蔵）壺形土器
土器 写真

６ 11 長野県
東筑摩郡本郷村発見磨製石斧 S22.８.17・塩尻町大門

若宮南出土石鏃 S26.11.16
石器 写真

６ 11 長野県 城山木沢・宮瀬本村出土磨製石槍 松本市博物館蔵品 石器 写真

６ 11 長野県 下伊那郡座光寺村 元善光屋敷出土 壺形土器 石器 写真

６ 11 長野県 磨製石斧・磨製石鏃 石器 写真

６ 11 長野県 松本市城山木沢の北 土器底部織物痕 松本博物館蔵 土器 拓本

６ 11 長野県 伊那町古町土器 S27.10.９ 土器 拓本

６ 11 長野県 伊那町古町土器 S27.10.９ 土器 拓本

６ 11 長野県 伊那町古町土器 S27.10.９ 土器 拓本

６ 11 長野県 伊那町古町石器 S27.10.９ 石器 拓本

６ 11 長野県 龍丘村堤原 壺形土器 S26.７.２ 龍丘小学校蔵 土器 拓本

６ 11 長野県 信濃国北安曇郡池田町堀之内 土器 拓本

６ 11 長野県 諏訪郡四賀村楔平 有孔石剣 石剣 実測図

６ 11 長野県 諏訪郡川峯村、上伊那郡中箕輪村出土磨製石斧 石器 実測図

６ 11 長野県
下伊那郡大島町字元大島沢の久保出土土器・人面形土製

品 S26.12.２４
土器・土製品 写真

６ 11 長野県 喬木村阿島出土壺形土器 S26.７ 土器 写真

６ 11 長野県
松本市旗町打石斧・沢村曽根原宅地打石斧・石錘（花崗

岩製）上條助市氏蔵 記念館
石器 写真

６ 11 長野県 伊那町 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 上伊那郡中箕輪木下南城 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 阿島出土壺形土器・石器 S26.12.25 土器・石器 写真

６ 11 長野県 伊那町古町発見土器・鉄鏃 S27.10.10 土器・鉄製品 写真

６ 11 長野県 上高井郡都住村中條 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 上高井郡都住村六川 独鈷 同都住村雁田 石剣 石製品・石剣 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰北高 甕・鉢形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰北高 甕・鉢形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰北高 甕形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰北高 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰尾崎 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡長峰尾崎 高 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡栗林 管玉・勾玉・石斧等 装身具・石器 写真

６ 11 長野県 下水内郡栗林 石鏃・石庖丁等 石器 写真

６ 11 長野県 下水内郡太田村柳沢 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡太田村豊田 有孔磨製石斧 石器 写真

６ 11 長野県 下水内郡大倉崎 壺・甕・鉢形土器 土器 写真
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６ 11 長野県 下水内郡大蔵崎有尾（関山） 縄文前期土器破片 土器 写真

６ 11 長野県 下水内郡豊井村千田 甕形土器 土器 写真

６ 11 長野県 埴科郡両宮県村白尾 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 埴科郡両宮県村請崎 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 埴科郡両宮県村請崎 弥生土器片 土器 写真

６ 11 長野県 埴科郡森村仲の宮 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 長野市商業学校東 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下高井郡中野町上小田中 壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下高井郡中野町下小田中 壺形土器・坩・碗 土器 写真

６ 11 長野県 下高井郡高丘村安浮寺 甕・壺形土器 土器 写真

６ 11 長野県 下高井郡高丘村安浮寺 壺・小形壺形土器・高 ・坩 土器 写真

６ 11 長野県 下高井郡倭村出土品 管玉・有孔磨製石鏃・磨製石斧等 石製品・石器 写真

６ 12 岐阜県 弥生式土器 吉城郡小鷹利村大字上野出土 土器 写真

６ 13 愛知県 美濃加茂郡古井亀淵 壺形土器 土器 写真・拓本

６ 13 愛知県 美濃加茂郡古井 甕・壺形土器 土器 写真・拓本

６ 13 愛知県 美濃加茂郡太田町 土器・石器 土器・石器 写真・拓本

６ 13 愛知県 美濃海津郡城山 壺形土器 土器 写真・拓本

６ 14 新潟県
第１次遺跡（全景２） 発掘地全景（南崖上より）・全景

S27.５.６～８
遺跡 写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（遺物出土状況２） 土器出土状態・木製品出

土状態 S27.５.６～10
遺跡・遺構 写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（遺物出土状況３） 土器群・土器その他

S27.５.６～９
遺跡 写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（土器・石器） 土器各種・土錘・籾痕ある土

器・石器・石材（赤王石・砥石・碧玉）S27.５

土器・石器・

石製品
写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（木器１） 木器・骨器類・各種木器類・C地

点出土木器片・各種木器 S27.５.17

木製品・骨角

器
写真

６ 14 新潟県

第１次遺跡（木器２） 貝塚出土加工ある木・AB地区出

土木器及矢板・第１第２次出土木器・第１回第２回加工

木片

木製品 写真

６ 14 新潟県

第１次遺跡（自然遺物２ 果実） A地区貝塚地区出土

クルミ・松・ヒシ・ツバキ・トチ・ヒョウタン皮 S27.

５

植物遺存体 写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（自然遺物３ 貝殻・魚骨） 貝塚発見貝類・

貝塚及A地区出土蟹及ウニ
植物遺存体 写真

６ 14 新潟県
第１次遺跡（自然遺物４ 獣骨） A地区骨骸類・A地区

ポンプ西側出土鹿角 S27.５
植物遺存体 写真

６ 14 新潟県
第２次遺物（木器１） 舟模型（檜材）A地区ポンプ西側・

不明木器
木製品 写真

６ 14 新潟県
第２次遺物（木器２） 弓及木棒（ ？）・不明木器・未

製品（？）・竪杵 S27.７
木製品 写真

６ 14 新潟県
第２次遺物（自然遺物） A地区北側泥炭層出土アスナ

ロ種子・シデ及杉種子 S27.６下旬
植物遺存体 写真

６ 14 新潟県 木柱 木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡① 第２次調査 発掘現場 S27.７.27・第１

地区全景 S27.７.27・５月２日A地区木器等出土し始

めし所

遺跡 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡② １次・２次 北側土器群 S27.７.27・５月

１日 B地区矢板土器出土地点・B地区矢板・ザル出土

S27.５.８・A地区ザル取り上げ後

土器・木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡③ １次出土遺物 ５月A地点タモ網ワク・第

１回及以前出土骨器・第１回出土A地点其他骨片（カメ

の焼骨）

骨角器 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡④ 第２次調査出土状態 ７月27日第１地区北

隅枠材原料榧？いぬがやの枝・７月24日第１地区西端矢

板及び土器・７月24日第２地区A地区南砂層中より漆塗

碗？・７月24日木材及土器

木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡⑤ 第２次調査出土状態 ７月24日第１地区北

西隅・７月28日中央よりヤヤ北西より出土土器口縁部・

７月25日第１地区西中央木材・高 ・７月４日A地区西

ポンプアシカの骨？

土器・獣骨 写真
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６ 14 新潟県

千種遺跡⑥ 第２次調査出土状態 ７月６日A地区発

動機西側弓出土状態・７月25日第１地区北側東木材・ワ

ン形土器・７月26日第１地区東より土器出土状態・７月

27日第１地区東側北部寄り土器出土状態

土器・木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡⑦ 第２次調査出土状態 ７月１日A地区ポ

ンプ西出土完形土器・７月１日A地区西ポンプ西側矢

板・土器出土状況・７月25日第１地区中央弓形木製品

土器・木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡⑧ 第２次調査出土状態 ７月24日第１地区北

中央部網枠・アスナロ？檜の枝・７月28日第１地区東北

側貝層ウニ・アワビ・サドシジミ・７月４日A地区発動

機西側矢板・７月27日第１地区東部木製品

木製品・植物

遺存体
写真

６ 14 新潟県

千種遺跡⑨ 第２次調査出土状態 ７月27日第１地区東

北隅ザルのフチ・７月27日北部中央手杵及び不明木器・

７月26日第１地区中央不明木製品・７月27日出土土器・

木器

木製品・土器 写真

６ 14 新潟県
千種遺跡⑩ 第２次調査出土状態 ７月27日弓・S27.

７.26 北東部出土木器・S27.７.27 西北隅杭列
木製品 写真

６ 14 新潟県
千種遺跡 第２次調査出土状態 弓及板材 S27.７.

26・中央弓出土 S27.７.26・弓出土 S27.７.27
木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡 第２次調査出土状態 S27.７.22 東南部

砂層中（上層）漆塗木椀・S27.７.26 中央部溝北木器（南

より）・S27.７.26 中央東木器（えぶり）

木製品 写真

６ 14 新潟県
千種遺跡 第２次調査出土状態 中央東寄ひょうたん

出土 S27.７.26・中央北部杵 S27.７.27

木製品・植物

遺存体
写真

６ 14 新潟県

千種遺跡 第２次調査出土状態 中央南部木器・壺

S27.７.26・中央南部木器 S27.７.26・南部木器 S27.

７.27

木製品 写真

６ 14 新潟県

千種遺跡 第１回出土遺物 AC地区出土ヒョウタン

皮と種子（瓜類）・A地区出土櫻皮・木葉をとる S27.５.

８

植物遺存体 写真

６ 14 新潟県 佐渡洞穴分① 遠望・入口・内部層位 遺跡 写真

６ 14 新潟県 佐渡洞穴分② S27.７ 下層敷石 遺構 写真

６ 14 新潟県
佐渡洞穴分③ S27.７ 石器類既に発見されたもの・出

土獣骨類・出土貝類

石器・獣骨・

貝製品
写真

６ 14 新潟県
佐渡洞穴分④ S27.７ 上層出土土師須恵・下層縄文式

土器・下層出土縄文土器
土器 写真

６ 14 新潟県 新潟県佐渡郡金沢村千種遺跡発掘地点平面図 遺跡 実測図

６ 14 新潟県 千種遺跡報告書草案 その他 メモ

６ 14 新潟県 新潟県文化財調査報告書章立案 その他 メモ

６ 14 新潟県 佐渡千種遺跡章立案 その他 メモ

６ 14 新潟県 千種遺跡とその発見遺物に対する二三の考察素案 その他 メモ

６ 14 新潟県 景観草稿 その他 メモ

６ 14 新潟県 材寸メモ その他 メモ

６ 14 新潟県 柱寸メモ その他 メモ

６ 14 新潟県 「対馬の漁民」メモ その他 メモ

６ 14 新潟県 宮栄二氏より大場先生宛挨拶文 その他 書簡

６ 14 新潟県 西田彰一氏より大場先生宛葉書 その他 書簡

６ 14 新潟県 弥生式土器 土器 図版切抜

６ 14 新潟県 砥廉 長山 土器 写真

７ １ 岡山県
岡山県都窪郡加藤村足守川底出土土器 吉備考古館

S20.11.25 水原氏蔵
土器 写真

７ １ 岡山県
岡山県邑久郡邑久村大字尾張字門田発有孔磨製石包丁

秋山梅五郎氏発見寄贈
石器 拓本

７ １ 岡山県
岡山県邑久郡邑久村大字尾張字水南発見弥生式土器 長

瀬薫氏蔵
土器 拓本

７ １ 岡山県
岡山県邑久郡邑久村大字山田庄発見弥生式土器 水原岩

太郎氏旧蔵・長瀬薫氏蔵
土器 拓本

７ １ 岡山県 岡山県邑久郡豊原村大字潤徳字三阪幸田弥生式土器 土器 拓本

７ １ 岡山県 岡山県邑久郡邑久村大字尾張字堂免発見 弥生式土器 土器 拓本・実測図

７ １ 岡山県
岡山県邑久郡豊原村大字潤徳字三阪幸田発見弥生式土器

断面図 長瀬薫氏蔵
土器 スケッチ
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７ １ 岡山県
岡山県邑久郡豊原村大字潤徳字三阪幸田発見環状石斧

長瀬薫氏蔵
石器 スケッチ

７ ２ 島根県 出雲佐陀講武貝塚出土土器 土器 拓本

７ ２ 島根県 出雲大社 石器・土器 土器・石器 写真

７ ３ 宮崎県

小林市・大口市出土土器 小林市大字細野永田平（別府

利兵衛氏） 小林氏北西方字弓場成（小林市公民館） 大

口市小木原鉢村（寺師見国氏蔵）

土器 写真

７ ４ 宮崎県 宮崎徴古館蔵土器（人類学教室蔵） 土器 写真

７ ４ 宮崎県 日向 土器 １点野尻紙屋発見 土器 写真

７ ４ 宮崎県 宮崎県児湯郡妻町字高岸出土土器拓本 土器 拓本

７ ４ 宮崎県 遺物出土地点 遺跡 地図

７ ５ 熊本県 轟（甕形弥生式）・護川村川辺北方畑地本料（碗形弥生式） 土器 拓本

７ ５ 熊本県 会志村大字上尾字平瀧、西会志村字木原出土土器 土器 拓本

７ ５ 熊本県 肥後国球磨郡免田村字木目発見壺形土器 土器 図版

７ ６ 福岡県 遠賀川 土器（九州大学） 土器 拓本

７ ６ 福岡県 遠賀川 土器（九州大学） 土器 拓本

７ ７ 鹿児島県 大隅国曽於郡大崎村発見弥生式土器 土器 絵葉書切抜

７ ７
大分県・

鹿児島県

壺 豊後柏原八幡宮蔵 大隅国曽於郡大崎村発見弥生式

土器
土器

写真・絵葉書

切抜

７ ７ 鹿児島県 埴輪 鹿児島国宝館蔵 埴輪 拓本

７ ７ 長崎県 対馬佐護発見土器残片（東京帝室博物館蔵）（考古図集19） 土器 図版

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡① 遺跡全景・木製品

出土状態 S42.８.８
遺跡 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡② 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡③ 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡④ 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡⑤ 出土木製櫛

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡⑥ 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡⑦ 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ８ 滋賀県
滋賀県蒲生郡安土町大中の湖遺跡⑧ 出土木製品

S42.８.８
木製品 写真

７ ９ 奈良県 土器・木器・鉄製品 三輪町金屋堂蔵
土器・木製品・

鉄製品
写真

７ ９ ／ 弥生式土器 弥古 土器 写真切抜

７ ９ 大阪府 高 ・壺形土器 堺市浜寺中学校蔵 S29.11.１ 土器 写真

７ ９ 新沢 壺・甕形土器 土器 写真

７ ９ 大阪府 河内国府発見土器 田沢氏原版 土器 写真

７ ９ ／ 出土地不明 高 ・壺形土器 土器 写真

７ ９ 奈良県 奈良県高市郡新沢村大字発見 弥生壺形土器 土器 絵葉書

７ ９ 奈良県

唐古発見環状土製品・新沢スプーン形土製品・平城宮跡

土師製鳥形品・同西野出土土製蓋・磯城郡明田村字芝宮

部

土器・土製品 実測図

７ 10 奈良県 唐古出土土器 土器 写真

７ 10 奈良県 唐古第82号竪穴における杵及び土器の出土状態 遺構 図版切抜

７ 10 奈良県 唐古出土須恵器・蓋 土器 写真

７ 10 奈良県 唐古遺跡① 出土土器・石器・石製品
土器・石器・

石製品
写真

７ 10 奈良県 唐古遺跡② 出土土器・木製品 土器・木製品
絵葉書・図版

切抜

７ 10 奈良県 唐古遺跡③ 出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 唐古遺跡④ 出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本
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７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 10 奈良県 大和唐古出土土器 土器 拓本

７ 11
三重県・

滋賀県

三重県三重郡大矢知村大矢斎宮山畑出土土器、長浜琵琶

湖底出土土器
土器 写真

７ 11 三重県 三重県三重郡大矢知村大矢斎宮山畑出土土器 土器 写真

７ 11 三重県 伊勢多気郡岩内 石器 石器 写真

７ 11 三重県 伊勢多気郡四疋田三昧山 土器底部 土器 拓本

７ 11 三重県 伊勢花岡町 土器 鈴木氏 土器 拓本

７ 11 三重県 伊勢安濃郡安東村納所 土器 土器 拓本

７ 11 三重県 伊勢安濃郡安東村納所 土器 土器 拓本

７ 11 三重県
伊勢斎宮村発見弥生式土器壺 高橋博士『考古図聚』所

載
土器 図版

７ 11 三重県
伊勢多気郡斎宮村発見壺形土器 高橋健二氏所蔵 （『原

始文様集』11）
土器 図版

７ 12 京都府 丹後国篭神社境内出土弥生式土器片 土器 写真

７ 12 京都府 丹後国一宮篭神社出土弥生式土器 土器 拓本・実測図

７ 12 京都府 丹後国一宮篭神社境内出土弥生式土器 土器 拓本・実測図

７ 12 京都府

与謝郡発見弥生式壺 １.明石字入谷発見品（市 村養源

院蔵）・２.加悦町大字加悦発見品（有馬義蔵氏蔵） 『考

古図集』35

土器 図版

７ 13 奈良県 大和新沢出土土器 土器 拓本

７ 13 奈良県 大和新沢出土土器 土器 拓本

７ 13 奈良県 大和新沢出土土器（ウラニモアリ） 土器 拓本

７ 13 奈良県 大和新沢出土土器（ウラニモアリ） 土器 拓本

７ 13 奈良県 大和新沢出土土器 奇形弥生式土器紋様 土器 拓本

７ 14 鹿児島県
鹿児島県日置郡金峰町高橋玉手神社境内高橋貝塚 竪穴

内出土土器 S37.８.12 森氏蔵 考古雑綴参照
土器 写真

７ 14 熊本県
熊本県球磨郡免田町本目出土（弥生式後期）壺型土器 重

要文化財 乙益重隆氏蔵
土器 写真

７ 14 熊本県

熊本県球磨郡免田町本目出土の弥生式土器（後期）重要

文化財 乙益重隆氏蔵・熊本市清水町楢山出土の弥生式

土器（後期）門岡悦子氏蔵

土器 写真

７ 14 ／
九州行き S36.８① 大口原田出土土器など 寺師氏・

森氏写真
土器 写真

７ 14 ／
九州行き S36.８② 大口市大住出土土器など 寺師

氏・森氏写真
土器 写真

７ 14 ／
九州行き S36.８③ 弥生式土器・甕棺など 寺師氏・

森氏写真
土器 写真

７ 14 熊本県
九州行き S36.８④ 熊本県出土重弧文土器・土師器な

ど 寺師氏・森氏写真
土器 写真

７ 14 ／ 出土地不明 弥生式 土器 拓本

７ 15 長崎県
壱岐カラカミ山遺跡（弥生後期）Bトレンチ別区土器出

土状態（手前は漢式土器） S27 森氏より
土器 写真

７ 15 長崎県 東亜考古学会絵葉書① 解説・１.壱岐カラカミ遺跡全景 遺跡 絵葉書

７ 15 長崎県
東亜考古学会絵葉書② ２.壱岐ハルノツジ遺跡全景・

３.壱岐ハルノツジ遺跡鉄器・石器・骨器・貨泉

遺跡・鉄製品・

石器・骨角器

・銭

絵葉書

７ 15 長崎県

東亜考古学会絵葉書③ ４.壱岐カラカミ遺跡鉄器・石

器・漢鏡・５.壱岐カラカミ遺跡骨器・鉄器・銅器・６.

壱岐カラカミ漢式壺

鉄製品・石器・

鏡・骨角器・

青銅器・土器

絵葉書

７ 15 長崎県
東亜考古学会絵葉書④ ７.壱岐ハルノツジ甕棺・８.壱

岐ハルノツジ土器
土器 絵葉書

７ 16 広島県

広島県大久保遺跡① 文化祭記念 S36.９ 学校博物

館絵はがき第６輯（表紙） 府中市用土町大久保遺跡特輯

広島県立府中高等学校・地歴部の活動状況

遺跡 絵葉書解説

７ 16 広島県
広島県大久保遺跡② 竪穴住居跡略図・大久保遺跡につ

いて
遺跡・遺構 絵葉書解説

７ 16 広島県
広島県大久保遺跡③ 竪穴住居跡・住居跡発見土師器・

碗型弥生土器と器台・鉢形弥生土器
遺構・土器 絵葉書

７ 16 広島県
広島県大久保遺跡④ 弥生土器高 ・甕形弥生土器・弥

生土器甑
土器 絵葉書
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７ 16 広島県
広島県大久保遺跡⑤ 弥生土器・丸玉・小玉・砥石・鉄

鎌・鉄槌・ヤリガンナ・鉄釘

装身具・

石器・鉄製品
絵葉書

７ 17 佐賀県
S40年度日仏合同調査記念 唐津先史遺跡絵はがき（九

州大学）① 空から見た唐津平野（朝日新聞社撮影）・柏

崎貝塚遠望

遺跡 絵葉書

７ 17 佐賀県
S41年度日仏合同調査記念 唐津先史遺跡絵はがき（九

州大学）② 汲田64号甕棺 銅釧出土状態・汲田61号甕

棺内銅剣出土状態

土器・青銅器 絵葉書

７ 17 佐賀県
S42年度日仏合同調査記念 唐津先史遺跡絵はがき（九

州大学）③ 中原甕棺内出土玉類（管玉・勾玉）
装身具 絵葉書

７ 18 兵庫県 兵庫県田能遺跡 第６区・第４区遺構 S41.８ 遺構 写真

７ 18 愛媛県
愛媛県固葉郡徳田村徳田中学校内発見土器・遺構 27.

１.11 黒川氏寄贈
土器・遺構 写真

７ 18 山口県
山口県浦部神玉村出土貝輪と弥生式土器長府博物館にて

27.８.29・遠賀川発見土器長府博物館 27.８.29
土器・貝製品 写真

７ 18 広島県 広島県神辺町亀山遺跡発掘土器・石器 土器・石器 絵葉書

７ 18 愛媛県

郷土絵葉書（貝塚土器類）今治史談会発行 伊予乃万村

阿方貝塚土器破片・伊予日高村片山貝塚土器並破片・伊

予乃万村阿方貝塚石鏃・貝輪・骨角器類・伊予清水村新

谷蒐集子持勾玉・銅剣・石剣

土器・石器・

貝製品・骨角

器・装身具・

青銅器

絵葉書

７ 18 愛媛県
郷土絵葉書（貝塚土器類）今治史談会発行 伊予乃万村

阿方貝塚土器並破片・伊予日高村片山貝塚土器
土器 絵葉書

７ 18 大阪府 和泉三国丘四池出土土器 土器 拓本
７ 18 奈良県 大和逢坂・岩宝出土土器 土器 写真・拓本

７ 19 福岡県
『筑前国上大隈の遺跡調査報告』 14年度国史学科１番

赤間太郎
遺跡 レポート

７ 19

福岡県・

熊本県・

大分県

『遠賀川流域に於ける先史時代の二問題に就いて』 14

年度国史学科１番 赤間太郎
土器 レポート

７ 19 鹿児島県
『単独に出土した弥生式土器の考察』 昭和15年度国史

科41番 林新
土器 レポート

７ 19 熊本県
『重弧文土器に伴へる箱式石棺の一例』 学部13年度国

史学科55番 乙益重隆
遺跡 レポート

７ 19 鹿児島県
『鹿児島県初野貝塚調査報告』 14年度国史学科３番

石田武嘉
遺跡 レポート

７ 20 大分県 大分か？ 明湊村 土器片 土器 拓本
７ 20 千葉県 上総国天神台 土器片 S24.３.14 土器 拓本
７ 20 愛媛県 阿方 土器片 土器 拓本
７ 20 愛媛県 阿方 土器片 土器 拓本

７ 20 福岡県
第17回朝日ゼミナール資料 古代日本の権力者④

1975.２.28『弥生時代の伊都国王朝』原田大六氏

青銅器・装身

具
パンフレット

８ １ 東京都 第４区５号住居跡出土状態・３.素文鏡の出土状態３.21 土器・鏡 写真
８ １ 東京都 宇津木向原第４区５号住居跡出土素文鏡 S39.３ 鏡 写真

８ １ 東京都
八王子市宇津木向原第４区５号住居跡出土素文鏡

S39.３
鏡 写真

８ １ 島根県
島根県安来市切川町小谷土壙墓出土内行花文鏡 布痕を

示す 県立博物館蔵 S40.８.20
鏡 写真

８ １ ／ 弥生時代小形鏡出土地名表 鏡 表
８ １ ／ 創立50年記念国史論集一に関するメモ その他 メモ
８ １ ／ 弥生の鏡 図書カード 鏡 カード
８ ２ 東京都 宇津木第４地区５号住居跡出土土器 S39.３ 土器 写真
８ ２ 東京都 宇津木第４地区５号住居跡出土素文鏡 鏡 写真
８ ３ 奈良県 大和唐古 石包丁ほか 石器 写真

８ ３ 静岡県
伊豆韮山 磨製石斧（安本氏より）スリキリあり・菅生

発見磨製石斧 S24.９.11
石器 写真

８ ３ 神奈川県 横浜三戸遺跡 S33.２.２ 遺跡・石器 遺跡・石器 写真
８ ３ 鳥取県 倉吉町円谷出土石器・西郷村大字栗尾出土石器 石器 写真・実測図

８ ３
島根県・

宮崎県

児島郡川本村川本石器・西結県小林町・宮崎市内・宮崎

郡爪生野村・上江村石器
石器 写真

８ ３ 静岡県 静岡県富士郡富丘村中里出土石斧・土器（佐野武勇氏蔵） 土器・石器 写真
８ ３ ／ 石斧など 石器 写真
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８ ３ 奈良県 大和唐古石包丁・紡錘車ほか 石器 写真

８ ３ ／ ふいご・ほか・石錘 石器・土製品 写真

８ ３ 福岡県
福岡県三井郡太刀洗家行場 鎌田芝清会 S24.４.８・

新田神社付近 石器
石器 写真・拓本

８ ３ ／ 36図 磨製石器・石包丁・石剣など実測図 石器 実測図

８ ３ ／ 第17図 磨製石器・石包丁・石剣など 石器
写真・

図版切抜

８ ３
神奈川県･

静岡県

抉入石斧 武蔵國都築郡中里村下谷本発見・駿河國駿東

郡清水村徳倉龍泉寺山北側畑弥生式遺跡より出土・駿東

郡沼津町三板橋発見

石器 スケッチ

８ ３ 奈良県
大和考古資料集 大和礫城郡耳成村新賀発見石棒・石包

丁・大和高市郡新澤村字一発見石斧
石器 絵葉書

８ ３ 奈良県
大和考古資料集 大和高市郡新澤村字一発見異形石包

丁・石棒類似石器・大和礫城郡川東村唐古発見石鏃類
石器 絵葉書

８ ３ ／ 石斧・石錘・石包丁・石剣 福岡高等学校玉泉館蔵 石器 絵葉書

８ ３ ／ 松代付近発見磨製石斧 石器 実測図

８ ３ ／ 土錘・石鏃・石斧 石器・土製品 実測図

８ ３ ／ 豊浜町小佐嘉海峯遺跡 石斧 石器 実測図

８ ４ 熊本県
熊本県上益城郡清和村山立出土の有柄式磨製石剣（熊本

女子大学保管）
石剣 写真

８ ４
滋賀県・

宮崎県

石剣①日向児湯郡川本村川本唐瀧・②児湯郡新田・①②

滋賀県栗太郡常磐村志那中（惣社神社）
石剣 写真

８ ４ 新潟県 石戈 新潟県潟町（森成氏旧蔵） S29.11.30 石器 写真

８ ４ 長野県 下高井郡堺村・下水内郡豊井村笠倉宮脇 石剣模造石器 石器 図版

８ ４

京都府・

大阪府・

福岡県

石剣 筑前國嘉穂郡稻築村大字鴨生発掘・北河内郡山田

村大字田之口発掘・豊前國田川郡後藤寺町大字川宮発

掘・丹波國天田郡西中筋村観音堂発掘・筑前國田川郡糸

田村大字糸田発掘

石剣
絵葉書・

図版切抜

８ ４ 福岡県
筑前國田川郡糸田村大字糸田字松ケ迫発掘石剣及土器

東京帝室博物館蔵（『考古図集』）
石剣・土器 図版

８ ４ 福岡県
豊前後藤寺町発見石剣 東京帝室博物館蔵（『考古図集』

19）
石剣 図版

８ ４ 京都府 与謝郡日置村発見石剣 宮津中学校蔵（『考古図集』35） 石剣 図版

８ ５ 千葉県 弥生時代石器集成１（千葉県宮の台遺跡） 石器 実測図

８ ５ 福島県 弥生時代石器集成２（福島県天神沢遺跡Ⅰ） 石器 実測図

８ ５ 福島県 弥生時代石器集成３（福島県天神沢遺跡Ⅱ） 石器 実測図

８ ５ 福島県 弥生時代石器集成４（福島県天神沢遺跡Ⅲ） 石器 実測図

８ ６ 茨城県 常陸国飯出発見有角石斧実測図 石器 実測図

８ ６ 茨城県
有角石斧 茨城県新治郡高浜町高浜出土（廣瀬氏蔵）・茨

城県新治郡田余村上高崎出土（手塚氏蔵）
石器 絵葉書

８ ６ 茨城県
茨城県那珂郡三反田字蜆塚貝塚出土有角石斧 二川志摩

太郎氏所有 S25.11.20
石器 実測図

８ ７ 福岡県
福岡県飯塚市立岩甕棺内 内行花文清白鏡 S38.６

森氏
鏡 写真

８ ７ 福岡県 福岡県飯塚市立岩 内行花文「日有喜」鏡 鏡 写真

８ ７ 福岡県 福岡県飯塚市立岩 重圏文清照鏡 鏡 写真

８ ７ ／ 日光鏡（明大考古学絵葉書第７集） 鏡 絵葉書

８ ７ 福岡県
伝福岡県筑紫郡春日村大字須玖出土 蟠龍鏡（日本考古

学会総会記念）
鏡 絵葉書

８ ７ ／ 前漢鏡 鏡 図版切抜

８ ７ 福岡県
『飯塚市立岩遺跡収蔵庫案内』 S40.10.12 飯塚市教

育委員会
遺跡 パンフレット

８ ８ 静岡県 静岡県安倍郡有度村出土田舟 木製品 写真

８ ８ 神奈川県 相模海老名町役場 温故館蔵 田舟 S26.３.17 木製品・土器 写真

８ ８ 千葉県 田舟 千葉県東葛飾郡新川村 下貝塚泥炭層中ヨリ発見 木製品 写真

８ ８ 三重県 『三重県飯南郡花岡町考古誌考』鈴木敏雄 S12.７.29 遺跡 冊子

８ ９ 静岡県
伊豆国長岡 の上遺跡 S26.12.９～11 田舟・鋤・杵・

梯子・田下駄・木器各種
木製品 写真

８ ９ 静岡県
田下駄 伊豆・長岡・ の上・沼津市沼田（小野氏） S26.

12.10
木製品 写真
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８ ９ 静岡県 田下駄・竪杵・田舟 伊豆・長岡・ の上 S26.12.９ 木製品 写真
８ ９ 静岡県 田下駄 伊豆・中郷村・按名 S28.10.20 長田氏より 木製品 写真
８ ９ 静岡県 木器 伊豆長岡 の上 S26.12.10 木製品 写真

８ ９ 静岡県
梯子 伊豆長岡 の上 S26.12.９・S26.11.13 長田氏

より
木製品 写真

８ ９ 静岡県 杵 伊豆長岡 の上 S26.12.10 木製品 写真
８ ９ 静岡県 鋤 伊豆長岡 の上 S26.12.10 木製品 写真
８ 10 石川県 木器 七尾市展覧会場 S33.10.26 木製品 写真
８ 10 大分県 大分県安国寺出土機織具 S26.10.28 木製品 写真

８ 10 大阪府
四ツ池 第３図M 地区出土の石斧の柄各種・第４図M
地区出土の木製品

木製品 写真

８ 10 大阪府 四ツ池 第５図木製農具類（B溝出土） 木製品 写真

８ 11
三重県・

奈良県

伊勢斎宮山発見銅鏃・大和磯城郡川東村唐古発見石鏃及

銅鏃（『大和考古資料集』其12）
石器・青銅器 写真・絵葉書

８ 11

群馬県・

京都府・

大阪府・

奈良県・

岡山県

上野・山城・河内・大和・備前出土銅鏃 青銅器 絵葉書

８ 11 ／ 第31図 銅鏃 青銅器 図版切抜

８ 11 和歌山県
熊野郡函石浜遺跡発見品（京都帝国大学蔵）石鏃・銅鏃・

石剣・貨泉・玉類

石器・青銅器

・銭・装身具
図版

８ 11 新潟県
越後国中頸城郡潟町村大字潟町発見銅鏃・耳飾・管玉・

紡錘車・石槍・石鏃

石器・石製品

・青銅器
図版

８ 11 ／ 銅剣と銅鏃 高橋博士『考古図集』 青銅器 図版

８ 11 ／
昭和25年９月発見 草深小字田居出土鏃（古島氏蔵）

25.10.26
青銅器 実測図

８ 12 長崎県

日本考古学協会青銅部会会報１号 「対馬豊玉村佐保発

見の馬鐸・巴形銅器」永留久恵・「対馬出土の馬鐸・巴形

銅器の蛍光X線分析」江本義理 S43.４考古学協会

青銅器 抜刷

８ 13 香川県
讃岐国大川郡石田村大字石田東発掘巴形銅器 東京国立

博物館蔵（25年記念図集）
青銅器 図版

８ 13 ／
鋳造原始文（巴文） 東京帝室博物館蔵 諸地発掘巴形銅

器 『上代文様集』３輯
青銅器 図版

８ 13 ／
銅製品（香取秀真氏蔵）巴形銅器・銅鏃・柄形銅器 『考

古図集』第１ 上毛古代文化号
青銅器 図版

８ 14 長崎県 対馬佐護発見銅器（東京帝室博物館蔵） 『考古図集』19 青銅器
図版・

図版切抜

８ 14 長崎県
対馬佐護発見土器及銅器実測図（東京帝室博物館蔵）

『考古図集』19
青銅器・土器 図版

８ 14 福岡県
筑前国早良郡田隈村発見青銅器（中原太三郎氏寄贈） 青

銅斧？ 『博物館年報』昭和４年度
青銅器 図版

８ 14
香川県・

奈良県

柄形銅器（讃岐国香川郡弦打村鶴一発掘）・大和南葛城郡

大正村三室西浦古墳発見銅製筒形品
青銅器

絵葉書・

図版切抜
８ 15 韓半島 朝鮮平安南道大同郡大宝面反川里 多鈕細文鏡 鏡 拓本
８ 15 韓半島 朝鮮平安南道大同郡大宝面反川里 多鈕細文鏡 鏡 拓本

８ 15 大阪府
河内国南河内郡堅下村大字大縣発掘細線鋸歯文鏡 『博

物館年報』昭和３年度
鏡 図版

８ 15 大阪府 河内国南河内郡堅下村大字大縣発掘細線鋸歯文鏡 鏡 図版切抜

８ 15 大阪府
河内国南河内郡堅下村大字大縣発掘細線鋸歯文鏡 『帝

室博物館図録』第３期第１輯
鏡 図版

８ 16 ／ 貝輪をはめた腕（奴国出土・弥生時代） 人骨・貝製品 図版切抜
８ 16 ／ 弥生時代小形鏡出土地名表（昭和45年５月大場） 鏡 表

９ １ 神奈川県

「海蝕洞窟 三浦半島における弥生式遺跡」赤星直忠

『社会教育かながわ』10・11号 神奈川県教育委員会

S27.11.30

遺跡 雑誌

９ １ ／
『若木考古』第85号 若木祭特集号図版編（旧石器～平

安時代資料） S42.11.21

石器・遺跡・

貝塚・遺構
雑誌

９ １ 神奈川県
『神奈川県立博物館研究報告』第６号 間口洞窟遺跡資

料編（県立博物館1972年）メモ
遺跡 メモ

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門Ｂ洞窟出土卜骨 獣骨 実測図
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９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 C洞窟出土卜骨 いのしし肩骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 C洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 C洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 B洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 C洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡毘沙門 C洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 神奈川県毘沙門洞窟出土の卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 神奈川県毘沙門 C洞窟出土の卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 神奈川県毘沙門 C洞窟出土の卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 神奈川県毘沙門 C洞窟出土の卜骨 灼骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 神奈川県毘沙門 C洞窟出土の卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 写真

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ２ 神奈川県 三浦郡南下浦町また洞窟出土卜骨 獣骨 実測図

９ ３ 福岡県
福岡県飯塚市立岩甕棺出土鏡 S38.６発見 森貞次郎

氏恵贈
鏡 写真

９ ３ 福岡県
福岡県飯塚市立岩甕棺出土鏡 S38.６発見 森貞次郎

氏恵贈
鏡 写真

９ ３ 福岡県
福岡県飯塚市立岩甕棺内 管玉出土状態 森貞次郎氏恵

贈
装身具 写真・メモ

９ ３ 福岡県
福岡県飯塚市立岩甕棺 甕棺出土状態・甕棺内部鏡出土

状態 S36.６発見 森貞次郎氏恵贈
土器・鏡 写真

９ ４ 大分県 大分県高田町東来縄 支石墓見 遺構 写真

９ ４ 福岡県 須玖岡本 支石？ 遺構 写真

９ ４ 熊本県
熊本県菊池郡旭志村藤尾支石墓（第５号）弥生中～後期・

同遺跡（第１号）内部 乙益氏贈
遺構 写真

９ ４ 熊本県
熊本県菊池郡旭志村藤尾支石墓（第７号）弥生中～後期

乙益氏贈
遺構 写真

９ ４ 佐賀県 唐津市宇木森田支石墓群 S41 森貞次郎氏贈 遺構 写真

９ ４ 長崎県
長崎県南高来郡北有馬村原山支石群（D地点）森貞次郎

氏贈
遺構 写真

９ ４ 福岡県 筑前国筑紫郡春日村須玖岡本吉村氏宅地内支石墓 遺構 図版

９ ４ 福岡県 須玖・大板井の大石及立石 遺構 図版

９ ４ 長崎県 対馬佐護クビル山遺跡（支石墓） 『考古図集』19集 遺構 図版

９ ４ 韓半島 朝鮮雲化洞 石式石 『考古図集』第２集 遺構 図版

９ ５ 熊本県
熊本県鹿本郡植木町古閑白石 甕棺（弥生式前期）板付

式 乙益重隆氏贈
土器 写真

９ ５ 熊本県
熊本県山鹿市南島笠仏甕棺群（小児用壺・甕棺群・合計

12組・弥生中期） 乙益重隆氏贈
土器 写真

９ ５ 熊本県 熊本市出水町陳山（合蓋甕棺・弥生中期） 乙益重隆氏贈 土器 写真

９ ５ 佐賀県 唐津市宇木汲田甕棺調査 S41 森貞次郎氏贈 遺跡 写真

９ ５ 福岡県
須玖岡本遺跡（S37年秋調査） 発掘風景・第13号甕棺銅

戈出土状態
遺跡・土器 写真

９ ５ 大分県 大分県東縄発見甕棺 土器 写真

９ ５ ／ 出土地不明 甕棺出土状態 遺構 写真

９ ５ 鳥取県 伯耆国東伯郡西郷村字八屋寺向甕棺 土器・遺構 写真・実測図

９ ５ 愛知県 愛知県一宮市西成馬見貝塚発見甕棺 土器 写真

９ ５ ／ 三階郡三階村第２期調査 甕棺出土状態 S８ 土器 写真

９ ５ 佐賀県
馬見塚石器時代甕棺群遺跡と埋没甕棺・佐賀県唐津市宇

木汲田銅戈を副葬した甕棺
土器・遺跡

絵葉書・

図版切抜

９ ５ 福岡県
筑後国三井郡小郡村寺福童遺跡発見甕棺 『人類学雑誌』

第43巻第９図版
土器 図版

９ ５ 福岡県
筑後国三瀦郡大善寺村早津崎発見 弥生式土器甕棺 福

岡高等学校玉泉館蔵
土器 図版切抜

９ ５ 中国
南満州老鉄山麓牧羊城付近発見甕棺・貝墓（東亜考古学

会）
遺構 絵葉書
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９ ５ ／ 甕棺（東京帝室博物館蔵） 『考古図集』27 土器 図版

９ ５ 韓半島 朝鮮徳山里古墳(2) 遺構 図版

９ ５ 福岡県
『福岡県文化財調査報告書』第29集「福岡県須玖・岡本

遺跡調査概報1962秋」福岡県教育委員会 S38.３.１
遺跡 報告書

９ ６ 福井県 壺形土器破片 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器破片 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器破片 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器破片 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器破片 土器 写真

９ ６ 福井県 甕形土器 土器 写真

９ ６ 福井県 坩 土器 写真

９ ６ 福井県 坩 土器 写真

９ ６ 福井県 器台・碗形土器 土器 写真

９ ７ 長崎県 長崎県北松浦郡佐々町松瀬免狸山支石墓群全測図 遺構 実測図

９ ７ 長崎県
狸山支石墓の上石・支石・石蓋及び石棺の上下の位置関

係
遺構 実測図

９ ７ 長崎県
長崎県北松浦郡佐々町狸山支石墓第１～３号 S33.２.

22～23
遺構 実測図

９ ８ 佐賀県 佐賀県三養基郡上峰村字堤甕棺内発見人骨（抜歯） 人骨 写真

９ ９ 福岡県 『甕棺と集落に就いて』国史科13年度生39番 古野勲 遺跡 レポート

９ ９ 佐賀県
『郷土に於ける太古の文化に就いて考古学的一考察』国

史学科３年 古川哲郎
遺跡 レポート

９ ９ 福岡県
『甕棺の形式分類に就いて』昭和15年度国史科46番 藤

井文雄
土器 レポート

９ 10 香川県
讃岐三豊郡高岡村廉隈出土甕棺 S25.７.10・讃岐三豊

郡二宮村羽方銅鐸銅剣出土地 S25.７.10
土器・遺跡 写真

９ 10 香川県
讃岐三豊郡高岡村廉隈出土甕棺口縁部文様・甕棺口縁部

断面 25.７.10
土器 拓本

９ 10 愛知県
岡崎市男川金寿院御坊山地内より甕棺発見 1949.６.４

深見氏
土器 写真

９ 10 栃木県
発掘風景・11号竪穴再葬墓（栃木県佐野市出流原遺跡絵

葉書）
遺跡・遺構 絵葉書

９ 10 栃木県 壺形土器（栃木県佐野市出流原遺跡絵葉書） 土器 絵葉書

９ 10 栃木県 壺形土器・管玉（栃木県佐野市出流原遺跡絵葉書） 土器・装身具 絵葉書

10 １ 福岡県 福岡市城原砂丘遺跡 中期丹塗土器 森氏より 土器 写真

10 １

島根県・

栃木県・

愛知県

出雲大社宝物館土器・小貝戸発見の土器（13.４.27）・神

武陵付近発見弥生式土器（宇都宮二荒山神社蔵）・小坂井

土器上津具

土器 写真

10 １ 静岡県
御殿場付近発見手あぶり型土器・弥生式土器（池上）第

１回（12.７.22）・底桜丘出土土器（池田氏蔵）
土器

写真・図版切

抜

10 １ 茨城県 茨城県女方出土人面付壺 弥生中期 土器 図版

10 １ ／ 弥生式土器 壺形土器各種 土器 図版切抜

10 １ ／ 弥生式土器 壺形土器・手あぶり形土器・高 土器 図版切抜

10 １ ／ 弥生式土器 壺 土器 図版切抜

10 １ ／ 弥生式土器 壺底部 土器 写真切抜

10 １ ／ 弥生式土器の文様 土器 拓本

10 １
東京都・

愛知県
名古屋市熱田貝塚発見・東京市外目黒発見土弥生式土器 土器 絵葉書

10 １
兵庫県・

奈良県

弥生式土器 大和国高市郡新沢村発見坩・摂津国武庫郡

本山村発見坩・発見地未詳坩・器台
土器 絵葉書

10 １ 鹿児島県
弥生式土器 大隅国肝属郡大姶良村発見壺、発見地未詳

壺
土器 絵葉書

10 １
福岡県・

宮崎県

弥生式土器 豊前国田川郡原田村発見壺、日向国西臼杵

郡岩戸村発見壺、発見地未詳高
土器 絵葉書

10 １ 愛知県 弥生式土器 名古屋熱田貝塚発見壺 土器 絵葉書
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10 １ ／
脚付壺形土器・圓窓付壺形土器 東京帝国大学人類学教

室蔵
土器 図版

10 １ 熊本県 弥生式土器集成本編 中九州地方(5) 内容見本実測図 土器 図版

10 １ ／ 弥生式土器（高橋博士『考古図聚』） 土器 図版

10 １ ／ 弥生式土器壺と碗（高橋博士『考古図聚』） 土器 図版

10 １
東京都・

愛知県

武蔵国荏原郡大崎発見・尾張国熱田貝塚発見壺形土器

（『原始文様集』11）
土器 図版

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた人物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた人物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた動物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた動物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた動物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた動物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた動物 土器 拓本

10 ２ 奈良県 唐古 土器に描かれた漁撈の図 土器 スケッチ

10 ２ 奈良県 大和磯城郡川東村唐古発見 箆絵弥生式土器片 土器 図版切抜

10 ３ ／ 飯島村岩間出土土器 底部 S25.11.25 土器 拓本

10 ３ 愛知県 名古屋市瑞穂町発見弥生式土器 土器 拓本

10 ３ 岡山県
都窪郡庄村大字上東西鬼川市（弥生式頸部の描画）

S30.８.20 倉敷考古館蔵品
土器 拓本

10 ３ 長野県 長野県下伊那郡発見弥生式土器の文様１・２ 土器 絵葉書

10 ３

長野県・

愛知県・

奈良県

土器文様 尾張国熱田貝塚・大和国磯城郡川東村大字

鍵・信濃国下伊那惠龍丘発見（『原始文様集』11）
土器 図版

10 ３

愛知県・

大阪府・

鳥取県

瓶形土器及土器文様 河内国南河内郡国府村衣縫・伯耆

国長田古墳・尾張国熱田貝塚発見（『原始文様集』11）
土器 図版

10 ３ 愛媛県
「狩猟絵画のある弥生式土器」愛媛県松山市南江戸町朝

日八幡社裏山出土の土器絵
土器 カード

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 S39.７ （北

方から） ３.２.４.１号
遺構 写真

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 S39.７下旬

３.２.４.１号
遺構 写真

11 １ 東京都 八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 北方より見る 遺構 写真

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 南方より見る

１～４号
遺構 写真

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 全景（北方よ

り・３.２.４.１号） ８.10
遺構 写真

11 １ 東京都 八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 S39.７撮影 遺構 写真

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 遺跡全景航空

写真 S39.８
遺構 写真

11 １ 東京都
八王子市宇津木町向原方形周溝特殊遺構 航空写真

S39.８
遺構 写真

11 ２ 東京都 八王子市宇津木遺跡第２次調査① 遺跡全景航空写真 遺跡 写真

11 ２ 東京都 八王子市宇津木遺跡第２次調査② 遺跡全景航空写真 遺跡 写真

11 ２ 東京都 八王子市宇津木遺跡第２次調査③ 遺跡全景航空写真 遺跡 写真

11 ２ 東京都 宇津木向原遺跡（西地区）航空写真 遺跡 写真

11 ２ 東京都 宇津木向原遺跡（東地区）航空写真 遺跡 写真

11 ２ 東京都 宇津木向原遺跡（東地区）航空写真（報告書用） 遺跡 写真

11 ３ 東京都 １号溝内より器台出土 S39.７.30 土器・遺構 写真

11 ３ 東京都 １号南溝 遺物出土状況 土器・遺構 写真

11 ３ 東京都 ２号溝内土器出土 S39.７.31 土器・遺構 写真

11 ３ 東京都
第２号溝内壺出土・第２号溝コーナー切れ目 S39.８.

30
土器・遺構 写真

11 ３ 東京都 ２号西溝内土器出土状態 土器・遺構 写真

11 ３ 東京都 第３号土壙（主体部） 遺構 写真

11 ３ 東京都
２号溝内より壺出土 S39.７.30・２号土坑跡 S39.８.

10
土器・遺構 写真

11 ３ 東京都 ３号壙内に茂木氏入る S39.８.６ 遺構 写真

11 ３ 東京都 １号南西隅・４号西南隅土器出土状態 土器 写真

11 ３ 東京都 第４号出土壺と器台 S39.８.５ 土器 写真
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11 ３ 東京都 ４号西南隅（溝）壺出土 S39.８.５ 土器 写真

11 ４ 東京都
弥生式土坑実測図 八王子市宇津木町向原遺跡第２・８

地区 S39.８.８ S=1/200
遺構 実測図

11 ４ 東京都
⑴全体実測図 方形周溝墓実測図 東京都八王子市宇津

木町向原遺跡 S=1/100
遺構 実測図

11 ４ 東京都
⑵第１号遺構 方形環濠状特殊遺構第１号 八王子市宇

津木町向原遺跡 S=1/20
遺構 実測図

11 ４ 東京都
⑶第２号遺構 方形環濠状特殊遺構第２号 八王子市宇

津木町向原遺跡 S=1/20
遺構 実測図

11 ４ 東京都
⑷第３号遺構 方形環濠状特殊遺構第３号 八王子市宇

津木町向原遺跡 S=1/20
遺構 実測図

11 ４ 東京都
⑸第４号遺構 方形環濠状特殊遺構第４号 八王子市宇

津木町向原遺跡 S=1/40
遺構 実測図

11 ４ 東京都
八王子市宇津木遺跡発掘全図1964年第１次（３～４月）・

1964年第２次（７～８月）
遺構 実測図

11 ５ ／ 日本全図分布図 その他 分布図

11 ５ 東京都 武蔵国内の方形周溝墓地名表 その他 表

11 ６ 埼玉県
埼玉県東松山市下野本付川遺跡発見 底部穿孔（焼成前）

土器
土器 写真

11 ６ 神奈川県 神奈川県藤沢市稲荷台Ⅴ地点 方形周溝墓 遺構 写真

11 ７ 東京都

犬目甲の原方形周溝墓 溝の底に降りるためにつくられ

た階段・溝の底から50cmくらい浮いて出土した壺形土

器

遺構・土器 写真

11 ７ 東京都 階段を反対側から見る 遺構 写真

11 ７ 東京都 壺が破片となって出土 土器 写真

11 ７ 東京都 壺が破砕して40～50cm位浮いて出土 土器 写真

11 ７ 東京都 碗が階段下の溝底より出土 土器 写真

11 ７ 東京都 犬目甲の原方形周溝墓出土の無機物 装身具 写真

11 ７ 東京都
『発掘報告書 昭和44年 犬目町甲の原にて 方形周溝

墓発掘』 都立八王子工業高校考古学部
遺構 報告書

11 ７ 東京都
『発掘報告書 昭和44年 犬目町甲の原にて 方形周溝

墓発掘』 都立八王子工業高校考古学部
遺構 報告書

11 ７ 東京都 『夏休み犬目町で発掘した方形周溝墓』 八工考古学部 遺構 報告書

11 ７ 東京都 椚国男氏より書簡 犬目町方形周溝墓について その他 書簡

11 ８ 神奈川県
横浜市戸塚区そとごう遺跡全体図 調査 S45.

10～S46.３ S46.９.22 鈴木君より
遺跡 実測図

11 ８ 神奈川県 上柏尾遺跡 10月15日現在 全景 遺跡 実測図

11 ８ 神奈川県 上柏尾遺跡 10月15日現在 全景 遺跡 実測図

11 ９ 東京都 和田堀方形周溝墓遠望 遺跡 写真

11 ９ 東京都
第６号土器・第10号土器・第６号土器底部・第10号土器

底部 S44.８.17
土器 写真

11 ９ 東京都 第６号土器・第10号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第６号土器底部・第10号土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都
第６号土器・第10号土器・第６号土器底部・第10号土器

底部
土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器・土器底部（塗朱） S44.８.17 土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第９号土器・底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第12号土器・土器底部（塗朱） S44.８.17 土器 写真

11 ９ 東京都 第12号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第12号土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第12号土器・土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第18号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第18号土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第18号土器・土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第20号土器・土器底部（塗朱） S44.８.17撮影 土器 写真

11 ９ 東京都 第20号土器 土器 写真

11 ９ 東京都 第20号土器底部 土器 写真

11 ９ 東京都 第20号土器・土器底部 土器 写真
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11 ９ 東京都 杉並区和田堀公園内方形周溝墓発見玉類 S44.８.17 装身具 写真

11 ９ 東京都 玉類 装身具 写真

11 ９ 東京都 第３図 第６・10・９・12・20号土器 土器 写真

11 ９ 東京都
杉並大宮遺跡和田堀公園内（元大宮八幡宮境内）方形周

溝墓 平面実測図
遺構 実測図

11 10 千葉県
千葉県柏市戸張発見方形周溝墓・土器出土状態 S42.

４.７ 椙山撮影
遺構・土器 写真

11 10 千葉県
『文京区立柏学園付近戸張遺跡調査概報』千葉県柏町公

民館
遺跡 報告書

11 11 ／ 東日本における弥生式墳墓 S44.11 遺構 メモ

11 11 ／ 分布 遺構 メモ

11 11 ／ 方形周溝墓について 遺構 メモ

11 11 ／ 方形周溝墓地名表 S44.１現在 遺構 メモ

11 11 ／ 方形周溝墓の問題 遺構 メモ

11 11 ／ 方形周溝墓資料集成 遺構 メモ

11 11 ／ 弥生後期前 遺構 カード

11 11 ／ 弥生中期 遺構 カード

11 11 ／ 不明17 遺構 カード

11 11 ／ 古前27 遺構 カード

11 12 大阪府 豊中市宮之前遺跡遺構配置図 遺構 実測図

11 12 大阪府 豊中市宮之前遺跡遺構配置図 遺構 実測図

11 13 茨城県 常陸那珂郡東海村須和間11号墓全景 S46.７ 茂木氏 遺跡 写真

11 13 茨城県 古墳群遠景・第５号墳・第６号墳 遺跡 写真

11 13 茨城県 第６号墳南周溝・第６号墳北周溝断面 遺構 写真

11 13 茨城県 ６号墳南西隅周溝・６号墳封土状況 遺構 写真

11 13 茨城県 ６号墳４号土壙・６号墳５号土壙 遺構 写真

11 13 茨城県
第６号墳第１土壙・第６号墳２・３号土壙間出土弥生式

土器
遺構・土器 写真

11 13 茨城県 第６号墳全体 遺構 写真

11 13 茨城県 須和間 S46.７ 発掘風景 茂木氏 遺跡 写真

11 13 茨城県 須和間 S46.７ 茂木氏 遺構 写真

11 13 茨城県 須和間 S46.７ 茂木氏 遺構 写真

11 13 茨城県 須和間 勾玉出土状態・土器出土状態 S46.７ 茂木氏 土器・装身具 写真

11 13 茨城県 東海村須和間８号墓全測図 S=1/50 遺跡 実測図

11 13 茨城県 須和間９号墓全測図 S=1/50 遺跡 実測図

11 14 福岡県
福岡県糸島郡前原町平原遺跡 中心部（墓壙）・外

S41.８.16
遺跡 写真

11 14 福岡県 周溝墓全景 遺跡 写真

11 14 福岡県 周溝墓遠景・円形周溝墓 遺跡・遺構 写真

11 14 福岡県 周溝墓近景 遺構 写真

11 14 福岡県 周溝墓近景 遺構 写真

11 14 福岡県 勾玉出土状態 装身具 写真

11 14 福岡県 鏡出土状態 鏡 写真

11 14 福岡県
『福岡県糸島郡平原弥生古墳調査概報』 福岡県教育委

員会 1965春
遺跡 報告書

11 15 長野県 長野県飯山市須陀ケ峯 鉄釧 椙山氏写 装身具 写真

11 15 長野県 勾玉 亀井氏・椙山氏写 装身具 写真

11 16 静岡県 清水市午王堂山発見方形周溝墓 金井塚氏贈 遺構 写真

11 16 神奈川県 川崎市野川影向寺裏貝塚 方形周溝墓平面図 遺構 実測図

11 16 ／ 土器実測図 土器 実測図

11 16 ／ 土器実測図 土器 実測図

11 17 静岡県
静岡県沼津市西椎路目黒見遺跡 方形周溝墓・倉庫跡？

S43.４.24
遺構 写真

11 17 静岡県
静岡県沼津市西椎路目黒見遺跡 細溝・井戸 S43.４.

24
遺構 写真

11 18 神奈川県
東海大学第３号館下出土方形周溝墓 遺跡遠望（中央台

地上）・全景
遺跡・遺構 写真

11 18 神奈川県
東海大学第３号館下出土方形周溝墓 西北より見る・西

溝
遺構 写真

11 18 神奈川県 東海大学第３号館下出土方形周溝墓 北溝・東溝 遺構 写真

11 18 神奈川県
東海大学第３号館下出土方形周溝墓 東より見る・西よ

り見る
遺構 写真
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11 18 神奈川県 東海大学第３号館下出土方形周溝墓 南溝・南溝東隅 遺構 写真

11 19 神奈川県
神奈川県平塚市東海大学敷地 方形周溝墓・土器出土状

態
遺構・土器 写真

11 19 神奈川県 東海大学構内 土器出土状態 遺構・土器 写真

11 19 神奈川県 東海大学構内出土壺形土器 頸部・口縁部 土器 写真

11 19 神奈川県 東海大学構内出土壺形土器 土器 写真

11 19 神奈川県
東海大学構内出土壺形土器・東海大学敷地内出土壺形土

器 東大蔵 S41.11.27
土器 写真

11 19 神奈川県 東海大学構内？ 壺形土器出土状態 土器 写真

11 20 石川県

金沢市吉原町七ツ塚遺跡 全測図 方形周溝墓・土壙

墓・敷石遺跡・方形台状墓 S48.11考古学協会大会席上

にて

遺跡・遺構 実測図

11 20 長野県
諏訪市北真志野本城遺跡 全測図 方形周溝墓・円形周

溝墓・冬時期竪穴群 S49.７.１調査
遺跡・遺構 実測図

11 20 ／
『関東地方における方形周溝墓出土の土器』文学研究科

日本史学専攻博士 鈴木敏弘
その他 レポート

11 20 ／ 鈴木敏弘 「総論編」研究史 その他 抜刷

11 20 千葉県
下津谷達男「野田市堤台遺跡」『上代文化』第35輯抜刷

1965.３
その他 抜刷

12 １ 静岡県 壺形土器 後期（中部） 登呂出土 土器 絵葉書

12 １ 神奈川県 壺形土器 中期（関東） 神奈川県秦野 土器 写真

12 １ ／ 彩色壺形土器 前期（近畿） 土器 写真

12 １ 東京都 壺形土器 後期（関東） 東京都久ケ原町出土 土器 絵葉書

12 １ 熊本県
熊本県下益城郡城南町囲貝塚 弥生式後期丹塗磨研壺形

土器（小林ハル氏蔵） 乙益重隆氏提供
土器 写真

12 １ 岩手県
岩手県考古学資料解説（日本考古学協会 S41年度大会陳

列資料） 岩手県各地出土土器
土器 絵葉書

12 １ 熊本県
肥後球磨郡免田村字本目発掘 弥生式土器（東京帝国大

学人類学教室蔵）
土器 図版

12 １ 愛知県 尾張国名古屋市熱田高座貝塚発見壺形土器 中期（中部） 土器 図版

12 ２ 埼玉県 埼玉県文化会館屋上（弥生町期復原住居） 遺構 写真

12 ２ 埼玉県 埼玉県文化会館屋上復原住倉庫 遺構 写真

12 ２ 埼玉県 埼玉県文化会館屋上復原住倉庫 遺構 写真

12 ２ 東京都 弥生時代住居復原・倉庫（武蔵野郷土館） 遺構 写真

12 ２ 鳥取県 鳥取県東伯郡舎人村発見 家形壺土器 土器 写真

12 ２ ／ 皇大神宮宮域内 外幣殿・御稲御倉 S48.９.14 遺構 写真

12 ２ 奈良県 唐古 土器片 飯田氏蔵品 土器 拓本

12 ２ ／ 銅鐸に現はれた高倉・弥生式土器に描かれた高倉 土器・青銅器 スケッチ

12 ３ 東京都 本町田遺跡公園 遺跡 絵葉書

12 ３ 東京都 町田市本町田史跡公園内弥生式復原住居 浅川氏贈 遺構 写真

12 ３ 東京都 町田市本町田史跡公園内弥生式復原住居 浅川氏贈 遺構 写真

12 ３ 東京都 町田市本町田史跡公園内弥生式復原住居 浅川氏贈 遺構 写真

12 ３ 東京都 町田市本町田史跡公園内弥生式復原住居 浅川氏贈 遺構 写真

12 ４ 東京都 最初の弥生式土器 S44.８.20撮影 東大人類学教室 土器 写真

12 ４ 東京都 最初の弥生式土器 底面に「本郷向岡」とあり 土器 写真

12 ４ ／
籾痕ある土器（枡形囲出土） S44.８.20 東大人類学教

室
土器 写真

12 ５ 東京都 東京本郷区弥生町発見土器 東京帝国大学人類学教室蔵 土器 図版

12 ５ 東京都 最初の弥生式土器写生図と実測図 土器 図版

12 ５ 東京都
『東洋学芸雑誌』第91号 東洋学芸社 明治22年４月25

日発兌
遺跡 雑誌

12 ５ 東京都
『弥生町貝塚の他に弥生の名を残そう』 東京大学教授

太田博太郎
遺跡 パンフレット

12 ６ 熊本県
熊本県玉名郡岱明町下前原弥生式終末期の竪穴 乙益重

隆氏
遺構 写真

12 ６ 埼玉県
埼玉県北足立郡新座町跡見学園遺跡（後期弥生式）住居

跡 S38.12
遺構 写真

12 ６ 福岡県 福岡市比恵発見竪穴 鏡山氏贈 遺構 写真

12 ６ 富山県
富山県永見灘浦の風景・吉祥山遺跡弥生竪穴柱穴内 S38.

９.６～10
遺跡・遺構 絵葉書・写真
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12 ６ 神奈川県
武蔵国日吉第111号竪穴（『史学』15-３より） 人類学・

先史学講座
遺構 実測図

12 ６ 長野県
諏訪郡北山村芹ケ沢下島 弥生式住居跡実測図 S25.

５.12
遺構 実測図

12 ７ 長野県 住居跡 ハ号跡・ニ号跡 遺構 写真

12 ７ 長野県
ハ号全景26.４.９・ハ号炉26.４.８・ハ号出土土器・ニ

号跡26.４.８
遺構・土器 写真

12 ７ 長野県 伊那村遺跡丸山地区ホ号住居跡 遺構 写真

12 ７ 長野県 伊那村遺跡丸山地区ホ号住居跡 西炉跡 S26.12.９ 遺構 写真

12 ７ 長野県 伊那村遺跡丸山地区ホ号住居跡 東石組炉跡 遺構 写真

12 ７ 長野県 狐久保 発掘風景・ロ号・ハ号埋甕土器 遺跡・土器 写真

12 ７ 長野県 狐ニ号 遺構 写真

12 ７ 長野県

長野県上伊那郡伊那村伊那狐久保第１号住居跡（弥生式

中期） 狐久保イ号住居跡・イ号壁面 S25秋撮影・狐久

保イ号跡26.４.９・ロ号跡26.４.８・ロ号炉26.４.９

遺構 写真

12 ７ 長野県 長野県狐久保竪穴実測図 遺構 実測図

12 ７ 長野県 狐久保遺跡出土土器 土器 実測図

12 ７ 長野県 伊那村狐久保遺跡ニ号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 ７ 長野県 伊那村狐久保遺跡ニ号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 ７ 長野県 伊那村狐久保遺跡ハ号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 ７ 長野県 伊那村狐久保遺跡ロ号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 ７ 長野県
伊那村狐久保遺跡ロ号跡住宅推定復原図 S=1/25

S26.７ 藤島玄治郎
その他 実測図

12 ８ 神奈川県 三殿台遺跡 213号竪穴住居跡・301号周溝・109号石囲 遺構 写真

12 ８ 神奈川県
三殿台遺跡 306号竪穴住居跡（最大竪穴）・土師竈切断・

土器出土状態８.22
遺構 写真

12 ８ 神奈川県
三殿台遺跡 404号竪穴住居跡・111号カマド・112号カマ

ド・305号外カマド ８.22
遺構 写真

12 ８ 神奈川県 三殿台遺跡全景 その１ 遺構 写真

12 ８ 神奈川県 三殿台遺跡全景 その２ 遺構 写真

12 ９ 兵庫県 『兵庫県芦屋市三条町会下山弥生集落跡』 S36.10.25 遺跡 報告書

12 ９ 兵庫県
『兵庫県史跡芦屋市会下山弥生式住居跡の概要』 S35.

10.21
遺構 パンフレット

12 ９ 兵庫県
『兵庫県史跡芦屋市会下山弥生式住居跡の概要』 S35.

10.21
遺構 パンフレット

12 10 群馬県 群馬県上久保遺跡 土器出土状態 土器 写真

12 10 群馬県 群馬県上久保遺跡 平面図・土層概念図 S30.９.30 遺構 実測図

12 10 群馬県
『群馬県上久保弥生式遺跡調査報告』 群馬県文化財専

門委員 山崎義男
遺跡 報告書

12 11 大阪府 和泉三国ケ丘 遺跡全景 遺跡 写真

12 11 奈良県 唐古・四池 遺跡遠景 遺跡 写真

12 11 大阪府 摂津加茂・河内恩智 遺跡遠景 遺跡 写真

12 11 奈良県 大和新沢遺跡 土器出土状態 土器 写真

12 11 奈良県 大和二上山付近遺跡 遺跡遠景 遺跡 写真

12 12 宮城県 千貫村首塚第１号住居跡 S=1/30 遺構 実測図

12 12 宮城県 千貫村首塚第２号住居跡 S=1/30 遺構 実測図

12 12 宮城県 千貫村首塚第３号住居跡 S=1/30 遺構 実測図

12 12 宮城県 千貫村首塚第４号住居跡 S=1/30 遺構 実測図

12 12 宮城県 宮城県名取郡千貫村首塚付近集落実測図 S=1/100 遺跡 実測図

12 13 長野県
長野県東筑摩郡寿村面瀬 S26.４.12調査 竪穴住居跡・

出土土器・出土石器

遺構・土器・

石器
写真

12 14 長野県 伊那村上野原第４号竪穴住居跡 S=1/25 遺構 実測図

12 14 長野県 伊那村上野原遺跡出土石器 石器 実測図

12 14 長野県
『上の原原住民住居跡発掘中間報告書』 長野県上伊那

郡伊那村保存会 S25.12.１
遺跡 報告書

12 14 長野県 メモ その他 メモ

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ２号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ２号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ４号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ４号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ５号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ５号跡 S=1/25 遺構 実測図
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12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ６号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ６号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ７号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 伊那村山田遺跡 ７号跡 S=1/25 遺構 実測図

12 15 長野県 第２次伊那村丸山縄文 S26.11 遺構 実測図

12 16 長野県 伊那村遺跡殿村地区１号住居跡全影 S26.11.29 遺構 写真

12 16 長野県 伊那村遺跡殿村地区１号住居跡石組炉跡 S26.11.26 遺構 写真

12 16 長野県 伊那村遺跡殿村地区１号住居跡石組炉跡 S26.11.26 遺構 写真

12 16 長野県
第２次伊那村遺跡殿村土師住居跡平面図・断面図 S26.

11
遺構 実測図

12 17 長野県 長野県西筑摩郡神坂村馬篭 竪穴住居跡 S24.７.３ 遺構 写真

12 17 埼玉県
埼玉県所沢町北野小手指中学校敷地内弥生式竪穴住居跡

（前野町期） 住居跡・土器出土状態
遺構・土器 写真

12 18 長野県 昭和25年以降 長野県上伊那郡伊那村遺跡調査写真集 遺跡 写真

12 19 長野県
伊那村遺跡丸山地区８号住居跡 甕出土状態 S26.11.

26
土器 写真

12 19 長野県 伊那村遺跡丸山地区８号住居跡 石組炉跡 S26.11.29 遺構 写真

12 19 長野県 伊那村遺跡丸山地区８号住居跡 柱穴 S26.12.７ 遺構 写真

12 19 長野県 伊那村遺跡丸山地区８号住居跡 S26.12.10 遺構 写真

12 19 長野県
伊那村遺跡第２次発掘丸山地区８号住居跡 甕出土

S26.12.10
遺構 写真

12 19 長野県 伊那村遺跡第２次発掘丸山地区８号住居跡 炉跡 遺構 写真

13 １ 静岡県 登呂復原住居・竪穴住居跡 S26.３竣工 遺構 写真

13 １ 静岡県 登呂復原住居屋根及入口 S26.８.28 遺構 写真

13 １ 静岡県 登呂復原住居 入口及羽目板・天井及破風 S26.８.28 遺構 写真

13 １ 静岡県 登呂復原住居と高床倉庫 S27.10.３0 遺構 写真

13 １ 静岡県 静岡県立公園登呂遺跡 遺構 写真

13 １ 静岡県 復原住居と高床倉庫 遺構 絵葉書

13 １ 静岡県 復原住居と高床倉庫 遺構 絵葉書

13 １ 静岡県 復原住居 遺構 絵葉書

13 １ 静岡県 高床倉庫（復原高床家屋） 遺構 絵葉書

13 １ 静岡県 復原住居の内部 遺構 絵葉書

13 １ 静岡県 住居跡出土柱・鼠がえし・建材 木製品 絵葉書

13 １ 静岡県 倉庫跡出土梯子・鼠がえし・楔 木製品 絵葉書

13 １ 静岡県 丸木船 木製品 絵葉書

13 ２ 静岡県
静岡市登呂遺跡集落の一部・静岡市登呂遺跡25年度１・

２住居跡
遺構 絵葉書

13 ２ 静岡県 竪穴住居跡 遺構 写真

13 ２ 静岡県
竪穴住居跡22年度 A号全景・A号礎盤・E号内部羽目

板
遺構 写真

13 ３ 静岡県
登呂遺跡第一集 皇太子殿下御見学（S22.８）・出土木器

登呂遺跡調査後援会発行
遺跡・木製品 絵葉書

13 ３ ／ 『科学』第16巻第１号 S21.３ その他 雑誌

13 ３ ／ 『科学』第16巻第２号 S21.４ その他 雑誌

13 ３ 静岡県 『登呂』 登呂遺跡保存顕彰会 遺跡 パンフレット

13 ３ 静岡県 『登呂』S25.10編集 静岡市発行 遺跡 パンフレット

13 ３ 静岡県

亘理俊次・山内文 駿河富士見原古代集落遺跡に関する

植物学的研究」『資源科学研究所彙報』第７号（1944）第

10図版

遺跡 抜刷

13 ４ 静岡県 静岡市登呂遺跡測量図 遺跡 実測図

13 ４ 静岡県 鍬の家略測図 遺構 実測図

13 ４ 静岡県 第２号 住居跡 木栅及び樹株・木栅 遺構 図版

13 ４ 静岡県
木器出土状況 第１礎板群付近出土鉢・第３号住居跡付

近出土鉢
木製品 図版

13 ４ 静岡県
木器出土状況 第１住居跡下出土高 （ 部）・第１号住

居跡付近出土高 （脚部）
木製品 図版

13 ４ 静岡県
木器出土状況 第１礎板群付近出土蓋・第２号住居跡付

近出土雑木器
木製品 図版

13 ４ 静岡県 木器出土状況 第１礎板群付近出土笊 木製品 図版

13 ５ 静岡県
23年度遺物 土器片・梯子・弓・材木・修復痕のある土

器
土器・石器 写真
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13 ５ 静岡県 復原住居跡 遺構 写真

13 ５ 静岡県 登呂住居復原写真 S24.５ 北方文化博物館 遺構 写真

13 ５ 静岡県 登呂 S25.８ 発掘風景 遺跡 写真

13 ５ 静岡県 登呂 木器・栅列 S25.８ 遺構 写真

13 ５ 静岡県 登呂 炉跡 S25.８ 遺構 写真

13 ５ 静岡県 登呂 水田跡・記念写真 S25.８.29 遺構 写真

13 ５ 静岡県 A’住居跡礎板群平面図 S=1/3 遺構 実測図

13 ５ 静岡県 敷地発見下駄実測図 S23.７.22 木製品 実測図

13 ５ 静岡県 NO.１住居跡 1948登呂 1948.９.２ 遺構 実測図

13 ６ 静岡県 登呂遺跡住居跡群集（25年以降） 発掘風景 S25.８ 遺跡 写真

13 ６ 静岡県 杵・農具.田下駄 木製品 写真

13 ６ 静岡県 木盤・木鉢・高 台部・脚部・田下駄・蓋・凸型木製品 木製品 写真

13 ６ 静岡県 木鉢・匙 木製品 写真

13 ６ 静岡県 木鉢・梯子 S18年度 木製品 写真

13 ６ 静岡県 田下駄 木製品 写真

13 ６ 静岡県 石器・石製品 石錘・砥石・紡錘車ほか 石器・石製品 写真

13 ６ 静岡県 使途不明の木製器具 木製品 写真

13 ６ 静岡県 登呂発掘木製剣 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 鉢形木製品 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 匙・高 形木製品 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 鍬ほか 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 杵・弓・発火具 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 凸型木製品 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 田下駄 木製品 実測図

13 ６ 静岡県 木器実測図 木鉢 木製品 実測図

13 ７ 静岡県
昭和22年度登呂遺跡第１回発掘写真（登呂遺跡調査会撮

影） 幹事大場磐雄控 表紙・目次
その他 表紙・目次

13 ７ 静岡県 １ 礫層露出部・遺跡より南方を望む 遺跡 写真

13 ７ 静岡県 ２ 遺跡を西南より望む 遺跡 写真

13 ７ 静岡県 ３ 全景東南より・発掘状態４区・発掘溝を西より望む 遺跡 写真

13 ７ 静岡県
４ 第１号住居跡の発掘・第１号 住居跡・第１号 住

居跡
遺構 写真

13 ７ 静岡県 ５ 床面の炉跡及び礎板・第１号住居跡木栅 遺構 写真

13 ７ 静岡県 ６ 発掘風景・礎板・第１号住居跡内壁羽目板一部 遺構 写真

13 ７ 静岡県 ７ 木栅・第１号住居跡木栅・木栅 遺構 写真

13 ７ 静岡県
８ 第１号住居跡付近出土鉢・第１号住居跡付近出土木

器
木製品 写真

13 ７ 静岡県
９ 第１号住居出土甕形土器・第１号住居跡土塁と土器

出土状態
土器・木製品 写真

13 ７ 静岡県
10 第１号付近出土鍬・第２号住居跡付近田下駄・磨石

器・壺形土器

土器・石器・

木製品
写真

13 ７ 静岡県 11 第２号住居盤状木器・第１号付近鋤及び鉢 木製品 写真

13 ７ 静岡県

12 第１号住居跡付近出土台・第１号住居跡付近出土雑

木器・第１号住居付近出土雑木器・第１号住居跡栅列出

土状態

木製品 写真

13 ７ 静岡県
13 第１礎板群付近出土雑木器・第３号住居付近出土

鉢・第１礎板群付近出土雑木器
木製品 写真

13 ７ 静岡県
14 第１号付近出土剣・第１号住居出土雑木器・第１号

住居付近出土高 脚部
木製品 写真

13 ７ 静岡県
15 第１号住居跡栅外立柱及び礎板出土状況・第１号住

居付近出土雑木器・第１号住居跡木材出土状況
木製品 写真

13 ７ 静岡県 16 第１号住居跡下部・同内部・礎板 木製品 写真

13 ７ 静岡県
17 第１号下部出土高 部・第１号住居跡下出土火キ

リ弓・第１号住居出土壺形土器
土器・木製品 写真

13 ８ 静岡県 18 第１礎板群付近立柱及礎板 木製品 写真

13 ８ 静岡県 19 第２礎板群出土雑木器 木製品 写真

13 ８ 静岡県 20 第１礎板群出土椀形土器 土器 写真

13 ８ 静岡県
21 第１礎板群付近出土田下駄・第１礎板群出土鉢・第

１礎板群付近出土雑木器
木製品 写真

13 ８ 静岡県 23 第１礎板群付近銅環出土状況 青銅器 写真

13 ８ 静岡県
24 第１礎板群付近出土鉢・第１礎板群付近出土火キリ

臼
木製品 写真
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13 ８ 静岡県
25 第１礎板群羽目板状遺構西側・東側・錘石・第２礎

板群付近雑木器
木製品 写真

13 ８ 静岡県 26 第１礎板群網蓆出土状態 遺構 写真

13 ８ 静岡県
27 第３住居跡付近出土田下駄・第１礎板群出土雑木

器・第１礎板群付近出土鉢・第１礎板群付近出土雑木器
木製品 写真

13 ８ 静岡県 28 第１礎板群出土壺形土器 土器 写真

13 ９ 静岡県
29 第２礎板群全景・第２礎板群一部・第３号住居跡付

近出土鉢・礫層断面
遺構・木製品 写真

13 ９ 静岡県 30 発掘風景・第２号住居跡出土壺形土器 遺跡・土器 写真

13 ９ 静岡県 31 第２号住居跡礎板出土状況・第３礎板群一部 遺構・木製品 写真

13 ９ 静岡県 32 発掘溝を西より望む・木栅・第２号住居跡全景 遺構 写真

13 ９ 静岡県
33 第２号住居跡木栅及川柳株・同木栅・第２号住居跡

内壁羽目板一部・第３礎板群一部
遺構 写真

13 ９ 静岡県 34 第２号住居跡発見雑木器・土器出土状態 土器・木製品 写真

13 ９ 静岡県 35 第２号立柱及び礎板・第２住居跡付近雑木器 遺構・木製品 写真

13 ９ 静岡県
36 第２号住居跡西側木栅及木材出土状態・第２号北側

木材出土状態
遺構 写真

13 ９ 静岡県
37 第２号住居跡西側木材出土状態・土器・木器出土状

態・紡錘車出土状態

土器・木製品

・石製品
写真

13 ９ 静岡県
38 第３号住居跡・第３号住居跡床面細部・第２号住居

出土壺形土器

遺構・土器・

石器
写真

13 ９ 静岡県

39 第３号住居跡西側木栅及び木器出土状況・蓋状木器

出土状態・第１礎板群付近出土蓋・第１礎板群瓢箪種子

出土状態

遺構・木製品

・植物遺存体
写真

13 ９ 静岡県
40 第３号住居跡・第２・３号住居跡全景・第２及び第

３号住居跡
遺構 写真

13 ９ 静岡県
41 水田跡A地点畔畦を西より望む・水田跡A地点畦

上木製鍬出土状況
遺構・木製品 写真

13 ９ 静岡県 43 田木栅付近出土刀子・矢板
木製品・青銅

器
写真

13 ９ 静岡県 44 皇太子殿下御成 ８月13日 その他 写真

13 ９ 静岡県 44 皇太子殿下御成 ８月13日 その他 写真

13 ９ 静岡県 45 鍬入式７月13日・７月22日・７月27日 その他 写真

13 10 静岡県 １ A住居跡全景 遺構 写真

13 10 静岡県 ２ A住居跡内壁内・礎盤・炉跡 遺構 写真

13 10 静岡県 ３ A住居跡外栅（北及西側） 遺構 写真

13 10 静岡県 ４ A住居跡礎盤 木製品 写真

13 10 静岡県 ５ E・H住居跡全景 遺構 写真

13 10 静岡県 ６ E住居跡外栅杭 遺構 写真

13 10 静岡県 ７ 畦畔地区栅列 S18年 遺構 写真

13 10 静岡県 ８ 木杓及片口 S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 ９ 木製高 S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 10 木製鋤 S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 11 木製案 S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 12 木製手槌及木製案 S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 13 木製田下駄（表）・木製下駄（表） S18年 木製品 写真

13 10 静岡県 14 木製田下駄（裏）・木製下駄（裏） 木製品 写真

13 10 静岡県 登呂発見主要植物製品一覧表 S22.11現在 その他 表

13 11 静岡県 S18.８調査 静岡市登呂遺跡写真 大場磐雄
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古墳時代編の概要

大場資料のうち、古墳時代に関するものは保管ケースで32箱分に及び、大場資料の中核を

占めるものと言えよう。

目次を瞥見すると、遺構や遺物の種別毎に分類された箱（Ⅳ-１～12・17～20・23・25～28）

と、地域毎に分類された箱（Ⅳ-13～16・21・22・24・29・30）とに２大別することができ

る。中でも、「Ⅳ-14・16 千葉県内古墳」や「Ⅳ-27・28 玉作」には多くを割いており、

単独の地域に対して１箱を当てているものには「Ⅳ-22 信濃」がある。また、「Ⅳ-15 武

蔵・亀塚」と「Ⅳ-24 茨城県大生古墳」のように一調査について１箱を占めるものも目に

つく。

鏡の拓本も多く、旧宮内省諸陵寮所蔵の優品から個人蔵資料に至るまで、膨大な資料が

存在する。注記を頼りに略年譜と対照した結果、産泰神社所蔵鏡のように（Ⅳ-10-９）、群

馬県赤城神社における昭和18（1943）年の調査に伴って採拓されたものであることが判明し

た例もある（註１）。また、発掘調査の際に作製した図面も多い。特に、茨城県常陸鏡塚古

墳の調査に関する資料の中には原図が残されており、実測用紙にこびりついた土の色は

生々しい。

このように、多数の資料が残されている分野は大場博士の研究フィールドや、本學関係

者の手による調査成果と符合しており、資料蒐集の経緯を反映している。玉作関連遺跡・

遺物に関する資料は寺村光晴氏の贈呈を受けたものが多く、常総地域の資料を中心に茂木

雅博氏・杉山林継氏らの名が散見される。また、長野県の妙義山古墳群（Ⅳ-22）・鳥羽山洞

穴（Ⅳ-22）や、東京都亀塚古墳（Ⅳ-15）、そして茨城県大生古墳群（Ⅳ-24）・常陸鏡塚古

墳（Ⅳ-13）の発掘調査も、大場博士をはじめとする國學院大學関係者が中心となって実施

した事業であった。

一方、博士が直接関わった調査事例以外の遺跡等についても少なからぬ資料が残されて

おり、古い調査事例の内、実態が明らかでなかったものや、各地の社寺所蔵品や個人所蔵

の資料など、これまで一般の目に触れることのなかった画期的な内容を含んでいる。

なお、一覧表中の種別は内容的に重複する部分もあるが、遺跡・遺構・貝塚・古墳・横

穴・窯・埋葬施設（石室・棺など）・壁画（装飾古墳・線刻など）・土器（土師器・須恵器

など）・土製品・石製品（石製腕飾類・玉杖・琴柱形石製品・合子など）・石製模造品・鏡・

鉄製品・銅製品（銅鋺・筒形銅器・巴形銅器など）・武器（刀剣・鏃など）・武具（甲 な

ど）・馬具（鈴の類を含む）・木製品・貝製品・装身具（玉類・耳飾・冠・釧など）・埴輪・

石人石馬・骨角器・人骨・その他、並びに石碑・神社・仏像・文書の22種に細別することと

した。 （深澤太郎）
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第11図 四獣形鏡・珠文鏡 信濃国下伊那郡座光村発見（杉山氏蔵）（Ⅳ-10-９） S＝2/3

第10図 画文帯神獣鏡 上野国産泰神社 S18.８.29（Ⅳ-10-９） S＝2/3
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第12図 第４区 遺物出土状況 常陸鏡塚（Ⅳ-13-４） S＝4/5
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第13図 亀塚調査 慰霊祭（Ⅳ-15-３） S＝2/3
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11．茨城県行方郡 古家碑拓影 184…………………………………………………………………

12．茨城県那珂湊市三塚 184…………………………………………………………………………

13．茨城県鏡塚 184……………………………………………………………………………………

14．常陸鏡塚 184………………………………………………………………………………………

15．茨城県行方郡牛堀町 浅間塚古墳（実測図一）・観音寺山古墳（実測図二・

写真三）・湯殿山塚（写真一）・観音寺山古墳群（写真一） 185…………………………

16．埼玉県川越市牛塚 昭和40年８月調査 185……………………………………………………

17．埼玉県五寮遺跡・権現山遺跡・方形周 特殊遺跡（土師式） 185………………………

18．東京都世田谷区大蔵町殿山 第一号墳（８枚)・第二号墳（２枚)

昭和41年７月調査 古墳（東京・大蔵・殿山） 185………………………………………

19．武蔵亀甲山古墳 185………………………………………………………………………………

20．埼玉 雑 186………………………………………………………………………………………

21．東京 雑 186………………………………………………………………………………………

22．平塚市塚越古墳実測図 昭和34年３月下旬 186……………………………………………

23．神奈川県稲荷前古墳俯瞰図 186…………………………………………………………………

24．神奈川県トオノ山古墳 186………………………………………………………………………

25．神奈川県伊勢原町北高森古墳 昭和40年２月下旬～３月上旬調査 186…………………

26．神奈川県伊勢原町北高森 昭和40年２月～３月 186………………………………………

27．神奈川 雑 186……………………………………………………………………………………

Ⅳ- 千葉県内古墳一

１．松戸市河原塚 187…………………………………………………………………………………

２．千葉県市原郡 187…………………………………………………………………………………

３．千葉県市原古墳群遺跡 昭和36年 187…………………………………………………………

４．千葉県市原市向原土師器住居跡（昭和36年) 187……………………………………………

５．千葉市周辺遺跡分布表 森谷ひろみ氏より（昭和41年９月８日) 187…………………

６．千葉県我孫子市根戸金塚（昭和38年11月調査) 187…………………………………………

７．葛飾地方 我孫子付近 187………………………………………………………………………

８．印旛郡 187…………………………………………………………………………………………

９．千葉県 雑 187……………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（武蔵 亀塚）

１．狛江雑 報告・論文・その他 188………………………………………………………………

２．狛江亀塚（第一期） 188…………………………………………………………………………

３．狛江亀塚（第一期調査 昭和26年６月10日～昭和26年６月）

全景・慰霊祭・記念撮影 188……………………………………………………………………

４．狛江亀塚（第一期調査）石棺 188………………………………………………………………

５．狛江亀塚（第一期調査）上部木炭 188………………………………………………………

６．狛江亀塚（第一期調査）下部木炭木 188…………………………………………………

７．狛江亀塚（第一期）神人歌舞画象鏡 188………………………………………………………

８．狛江亀塚（第一期調査）（上部木炭 発見）金銅毛彫飾板及布片 189…………………
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９．金属についた布織 189……………………………………………………………………………

10．狛江亀塚 遺物（各種）写真 189………………………………………………………………

11．狛江亀塚（第二期調査）昭和26年７月８日全景・周 及発見遺物（写真16枚) 189…

12．狛江亀塚（第三期調査）昭和29年５月30日～６月14日 189………………………………

Ⅳ- 千葉県古墳二

１．安房神社境内洞穴 190……………………………………………………………………………

２．木更津市金鈴塚 昭和25年４月18日 十八日会応援（『楽石雑筆』三十一) 190……

３．上総君津郡清川村大塚山古墳 古鏡拓本 諸陵寮蔵 190…………………………………

４．君津郡富来田町下郡古墳 昭和25年８月６日～14日 191…………………………………

５．君津郡上総清川長須賀古墳 191…………………………………………………………………

６．木更津市手子塚 昭和48年６月 191……………………………………………………………

７．千葉県君津郡天羽町湊 岩板横穴の陰刻 昭和42年３月５日 191………………………

８．飯野古墳群 内裏塚 191…………………………………………………………………………

９．千葉県飯野古墳群 割見塚・八丁塚主体部 昭和59年 191………………………………

10．山武郡方面 191……………………………………………………………………………………

11．安房郡各地 192……………………………………………………………………………………

12．香取郡古墳 192……………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（埴輪・雑）

１．埴輪 雑 192………………………………………………………………………………………

２．埴輪関係文献 193…………………………………………………………………………………

３．埴輪 信濃国発見 193……………………………………………………………………………

４．埴輪人物復原図 193………………………………………………………………………………

５．原史時代関係 194…………………………………………………………………………………

６．原始時代遺物 雑 194……………………………………………………………………………

７．埴輪 雑 194………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（埴輪男子）

１．男子武装（武人埴輪）他 194……………………………………………………………………

２．陰部露出男子埴輪 195……………………………………………………………………………

３．芝山ハニワ 有髯ハニワ（千葉県） 195………………………………………………………

４．茨城県行方郡牛堀町発見 男子人物像 昭和48年５月 茂木氏贈 195…………………

５．男子平装 195………………………………………………………………………………………

６．楽器をもつ男子埴輪・おどる男子埴輪 196…………………………………………………

７．埴輪集成図鑑 第一.男子平装像 197…………………………………………………………

８．埴輪集成図鑑 第二.男子武装像 198…………………………………………………………

９．埴輪 雑 199………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（埴輪女子・動物）

１．埴輪＊＊＊＊ ＊＊木村氏論文 200……………………………………………………………

２．常陸国出土人物埴輪 200…………………………………………………………………………

３．埴輪（女子） 200…………………………………………………………………………………

４．女人異態像 201……………………………………………………………………………………
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５．埴輪集成図鑑 第三.女子像 202………………………………………………………………

６．埴輪猪ノ子二種 群馬県出土 昭和46年２月10日 国学院大学蔵 203…………………

７．埴輪・動物 203……………………………………………………………………………………

８．埴輪集成図鑑 第五.動物像 204………………………………………………………………

９．埴輪集成図鑑 第四.男女未詳像 204…………………………………………………………

10．人物埴輪 205………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 埴輪（器材・家）

１．埴輪器物 205………………………………………………………………………………………

２．埴輪集成図鑑 家形 206…………………………………………………………………………

３．家形埴輪（鳥を有す）八王子郷土館蔵 207…………………………………………………

４．埴輪家 上野今井茶臼山 207……………………………………………………………………

５．埴輪家 207…………………………………………………………………………………………

６．消火器形大刀形埴輪 玉纏御太刀 207…………………………………………………………

７．埴輪集成図鑑 器材類 208………………………………………………………………………

８．埴輪器材 209………………………………………………………………………………………

９．雑 209…………………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（中部以西）

１．遠江国小笠郡大塚 昭和26年８月 209…………………………………………………………

２．三州北設楽名倉丸根古墳 昭和26年８月24日調査 209……………………………………

３．伊東古墳（塚畑古墳） 209………………………………………………………………………

４．愛知県一宮市浅井町古墳 209……………………………………………………………………

５．愛知県額田郡幸田町坂埼 青塚古墳 昭和５年３月調査 209……………………………

６．伊予国 金子山古墳 『雑筆』巻32-17参照 209………………………………………………

７．岡山県月の輪古墳 209……………………………………………………………………………

８．岡山県倉敷金蔵山古墳 209………………………………………………………………………

９．和歌山県船戸山古墳 昭和30年11月 210………………………………………………………

10．三重県名賀郡依那古山古墳 210…………………………………………………………………

11．御陵墓 210……………………………………………………………………………………………

12．河内・津堂・城山古墳 長持形棺 210…………………………………………………………

13．松岳山古墳群 210…………………………………………………………………………………

14．若狭国上中町丸山塚発見品（円墳・横穴式石室） 210……………………………………

15．神戸市垂水区垂水町五色塚古墳 茂木君より 昭和41年８月 210………………………

16．福井県鯖江市 長泉山・西山・王山発見遺物 210…………………………………………

17．岐阜県南濃町円満寺山古墳 網干善教氏寄贈

（『関西大学考古学年報』第２参照） 211……………………………………………………

18．岡山県四御禅車塚（前方後円墳) 昭和42年１月 茂木君実査 211……………………

19．香川県古墳（石川巌報告） 211…………………………………………………………………

20．広島県駅家町掛迫古墳（一) 昭和30年８月調査 211………………………………………

21．鹿児島県大口市下殿焼山古墳遺物 211…………………………………………………………

22．鹿児島県出水市溝下古墳（出水図書館蔵) 昭和36年８月 211……………………………
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23．鹿児島県大口市大住（うずん）古墳 212………………………………………………………

24．宮崎県西都原古墳群 212…………………………………………………………………………

25．九州各地 雑 212…………………………………………………………………………………

26．中国地方 雑 212…………………………………………………………………………………

27．香川県 雑 213……………………………………………………………………………………

28．大和出土の考古資料（絵葉書） 213……………………………………………………………

29．古墳 雑 213………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（信濃）

１．妙義山古墳 実測図 213…………………………………………………………………………

２．妙義山北陪塚 214…………………………………………………………………………………

３．妙義山南陪塚 214…………………………………………………………………………………

４．妙義山主墳 214……………………………………………………………………………………

５．長野県松本市中山 214……………………………………………………………………………

６．平出遺跡第一号墳調査 昭和31年８月下旬 215……………………………………………

７．長野県小県郡丸子町腰越区鳥羽山洞穴 215…………………………………………………

８．長野県小県郡丸子町腰越区鳥羽山洞穴（『考古学雑誌』52-３) 215……………………

９．信濃各地古墳分布図・実測図 215………………………………………………………………

10．長野県下各地発見古墳 215………………………………………………………………………

11．古墳（上伊那三ッ塚） 216………………………………………………………………………

12．古墳遺物（信濃各地） 216………………………………………………………………………

13．信濃・諏訪・宮川・高部・乞食塚 216…………………………………………………………

14．長野県穂高町 上原古墳 216……………………………………………………………………

15．長野各地 出土品 217……………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（ケ-ルン）

１．信濃 安坂古墳 217………………………………………………………………………………

２．積石塚 長野県東筑摩郡坂井村安坂 217………………………………………………………

３．長野県下 積石塚 217……………………………………………………………………………

４．積石塚資料 昭和43年秋 考古学協会 218……………………………………………………

５．信濃浅間付近ケ-ルン 218…………………………………………………………………………

６．大室古墳 218………………………………………………………………………………………

７．長野県須坂市鎧塚 昭和32年８月 『考古学雑誌』45-１ 219……………………………

８．香川県石清尾山積石塚 219………………………………………………………………………

９．満州将軍塚 220……………………………………………………………………………………

10．山梨県下 積石塚 220……………………………………………………………………………

11．神奈川県三ノ宮石塚（柴田氏） 220……………………………………………………………

Ⅳ- 茨城県大生古墳

１．大生神社・大生古墳 220…………………………………………………………………………

２．茨城県行方郡潮来町大生（航空写真） 昭和48年５月 茂木氏贈 220…………………

３．大生原第１号墳図面 220…………………………………………………………………………

４．大生原 須恵器実測図 221………………………………………………………………………
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５．大生家系図 221……………………………………………………………………………………

６．大生原古墳実測図 221……………………………………………………………………………

７．大生原 各種地図類 221…………………………………………………………………………

８．大生神社関係 222…………………………………………………………………………………

９．大生原遺物実測図 222……………………………………………………………………………

10．大生原十四号墳石棺・実測図 222………………………………………………………………

11．大生原古墳埴輪実測図 222………………………………………………………………………

12．大生原古墳関係写真アルバム１冊 ネガ付 222……………………………………………

13．不明写真 223………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（埴輪円筒・石人馬）

１．埴輪円筒 224………………………………………………………………………………………

２．墳丘外部施設 224…………………………………………………………………………………

３．欽明陵副陵石人 224………………………………………………………………………………

４．石人・石馬 224……………………………………………………………………………………

５．埴輪・石人・石馬 配列状態 224………………………………………………………………

６．埼玉県児玉郡美里村川輪 壺形円筒及出土遺跡 昭和30年12月調査

（『上代文化』27号） 225…………………………………………………………………………

７．特殊埴製品 円筒壺 225…………………………………………………………………………

８．熊本井手村石人・筑後国一 石人山石人 225………………………………………………

９．筑後 石神山石人 225……………………………………………………………………………

10．岩戸山石人 225……………………………………………………………………………………

11．円筒配列状態 225…………………………………………………………………………………

12．特殊埴製品 225……………………………………………………………………………………

13．奈保山墓石獣像 225………………………………………………………………………………

14．雑 225…………………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（住居跡）

１．平出（復原住居） 昭和43年５月 森氏贈 226……………………………………………

２．平出遺跡 遺跡写真・実測図等 226……………………………………………………………

３．八王子大谷遺跡 226………………………………………………………………………………

４．古代家資料 226……………………………………………………………………………………

５．平出遺跡 復原住居資料 遺跡竪穴時期分布図 226………………………………………

６．平出遺跡 復原住居（完成後） 226……………………………………………………………

７．平出遺跡 復原住居 完成前 226………………………………………………………………

８．板橋区凸版印刷会社内竪穴 226…………………………………………………………………

９．杉並区松ノ木復原住居 再度-昭和43年12月 226……………………………………………

10．土師式住居復原 杉並区松ノ木 武蔵野郷土館 227………………………………………

11．歴史時代 聚楽と貝塚 蒲田女塚遺跡 227……………………………………………………

12．杉並区各地 住居址（土師式以降） 227………………………………………………………

13．八王子市中田遺跡（弥生・古墳） 昭和41年12月～昭和42年３月 227…………………

14．埼玉県五領遺跡 227………………………………………………………………………………
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15．八王子船田遺跡 227………………………………………………………………………………

16．神奈川県三ノ宮 土師竪穴群 昭和40年８月 227…………………………………………

17．竪穴 土師部期（和泉） 228……………………………………………………………………

18．井戸址 菅生 228…………………………………………………………………………………

19．伊勢各地 228………………………………………………………………………………………

20．遺跡 雑 228………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（玉造）

１．石川県片山津玉造遺跡・同発見遺物 228………………………………………………………

２．各地玉作跡 228……………………………………………………………………………………

３．窯 229………………………………………………………………………………………………

４．長野県下発見 製造址遺跡 本郷村窯跡 229………………………………………………

５．金工 229…………………………………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（玉作・その他）

１．出雲玉湯町玉作遺跡 229…………………………………………………………………………

２．出雲忌部玉作遺跡 昭和39年３月 229…………………………………………………………

３．玉作址 出雲忌部神社 230………………………………………………………………………

４．出雲忌部中島遺跡 230……………………………………………………………………………

５．千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡 昭和44年春（寺村氏）

11月９日実査 230…………………………………………………………………………………

６．富山県玉作遺跡 富山県下新川郡朝日町宮崎字浜山玉作遺跡調査

昭和42年４月 231…………………………………………………………………………………

７．千葉県成田市八代花内第２次調査 昭和38年11月 231……………………………………

８．千葉県成田市花内玉作遺跡 昭和37年11月発掘 231………………………………………

９．玉造遺跡 雑 231…………………………………………………………………………………

10．成田市八代玉作遺跡調査（第２次） 昭和38年11月 231…………………………………

Ⅳ- 古墳（中部・関東）

１．北埼玉郡八幡山古墳（古墳） 232………………………………………………………………

２．武蔵田園調布上沼部古墳出土品（鈴鏡） 232………………………………………………

３．那須上・下侍塚（塚） 232………………………………………………………………………

４．下野国芳賀郡大内村大字京極埴輪形象（写真） 232………………………………………

５．下野国芳賀郡中村大字若旅 232…………………………………………………………………

６．上野群馬郡総社 双子山古墳 232………………………………………………………………

７．田村郡沢石村大字実沢大乗院址出土品（内行花文鏡） 233………………………………

８．上野乗附村出土品（金冠） 233…………………………………………………………………

９．志村古墳 233………………………………………………………………………………………

10．武蔵橘木郡日吉村出土品（鏡） 233……………………………………………………………

11．須和田住居址出土品（土師器） 233……………………………………………………………

12．愛知県渥美半島の古墳群（土器・玉類・金属） 233………………………………………

13．甲斐東八代郡北八代村竹ノ内 勝利塚出土品（鏡） 233…………………………………

14．埼玉の古墳か 233…………………………………………………………………………………
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15．杉山壽栄男所蔵品（埴輪人物） 233……………………………………………………………

16．総社二子山古墳 233………………………………………………………………………………

17．上野総社蛇穴古墳（古墳） 233…………………………………………………………………

18．保渡田薬師塚古墳（鏡） 233……………………………………………………………………

19．上野総社宝塔山古墳（古墳・石棺） 233………………………………………………………

20．上野佐波郡殖蓮権現山（埴輪） 233……………………………………………………………

21．上野佐波郡剛志村発掘（埴輪） 233……………………………………………………………

22．上野佐波郡剛志村 発掘（埴輪） 233…………………………………………………………

23．上野佐波郡赤堀村今井発掘（各種埴輪） 233………………………………………………

Ⅳ- 古墳（近畿）

１．備中 233………………………………………………………………………………………………

２．紀伊和歌山市西和佐岩橋千塚出土品（鏡・玉類・土器外） 234…………………………

３．紀伊岩橋千塚 石室 実測図 234………………………………………………………………

４．和泉 堺市百舌鳥古墳出土品（石製品） 234………………………………………………

５．国立博物館所蔵品（鏡） 234……………………………………………………………………

６．平泉氏所蔵品（鏡） 234…………………………………………………………………………

７．河内 南河内国分松岳山 234……………………………………………………………………

８．河内 下高井田横穴壁画 234……………………………………………………………………

９．伝不詳 石製品 宮内庁 235……………………………………………………………………

10．河内高井田横穴 235………………………………………………………………………………

11．不詳石製品 235……………………………………………………………………………………

12．埴輪円筒 235………………………………………………………………………………………

13．摂津 阿武山・羽衣山 235………………………………………………………………………

14．法隆寺東院旧斑鳩宮址発見須恵器土師器 235………………………………………………

15．摂津三島郡安威村阿為神社所蔵（鏡） 235……………………………………………………

16．紀伊和歌山県海草郡西和佐村岩橋千塚 235……………………………………………………

17．紀伊岩橋千塚出土（鈴鏡） 235…………………………………………………………………

18．不詳 直刀実測図（橿原神社？） 235…………………………………………………………

19．河内誉田八幡神社所蔵品 235……………………………………………………………………

20．允恭陵外 内（埴輪） 235………………………………………………………………………

21．山城乙訓郡大原野村大字石見上里字東山牛頭塚出土（埴輪） 235………………………

22．紀伊隅田八幡宮所蔵品（銘鏡） 235……………………………………………………………

23．摂津武庫郡岡本村字八幡谷出土品（馬具） 235……………………………………………

24．河内玉手山安福寺所在（石棺） 235……………………………………………………………

25．西谷村万籟山古墳（古墳） 235…………………………………………………………………

26．円山福知山ノ在 235………………………………………………………………………………

27．河内国分（石杵） 235……………………………………………………………………………

28．赤坂山（古墳） 235………………………………………………………………………………

29．上の太子御陵山（古墳） 235……………………………………………………………………

30．大和允恭陵外區 236………………………………………………………………………………
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31．大和新山古墳出土品（鏡） 236…………………………………………………………………

32．桜井ノ奥赤城山積石（石棺と積石） 236………………………………………………………

33．奈良県大和郡山（同中学校）（陶棺） 236……………………………………………………

34．大和新山古墳（直弧文鏡） 236…………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（雑）

１．石製品 236…………………………………………………………………………………………

２．不詳（古墳 刀類） 236…………………………………………………………………………

３．不詳（古墳） 236…………………………………………………………………………………

４．不詳（古墳） 236…………………………………………………………………………………

５．不詳（石造物） 236………………………………………………………………………………

６．不詳（土器） 236…………………………………………………………………………………

７．不詳（甲類） 236…………………………………………………………………………………

８．不詳（古墳石室） 236……………………………………………………………………………

９．不詳（古墳関係） 236……………………………………………………………………………

10．不詳（古墳） 236…………………………………………………………………………………

11．不詳（古墳） 236…………………………………………………………………………………

12．不詳（横穴） 236…………………………………………………………………………………

13．不詳（石室内部） 236……………………………………………………………………………

14．不詳（石室内部） 236……………………………………………………………………………

15．刀 236…………………………………………………………………………………………………

16．不詳 236………………………………………………………………………………………………

17．不詳 236………………………………………………………………………………………………

18．不詳 236………………………………………………………………………………………………

19．不詳 236………………………………………………………………………………………………

20．守屋孝蔵所蔵品（鏡） 236………………………………………………………………………

21．各地出土（鏡） 236………………………………………………………………………………

22．銘鏡 漢式鏡（三国か） 236……………………………………………………………………

23．人類学写真集 埴輪土偶之部 236………………………………………………………………

Ⅳ- 古墳（中国・九州）

１．出雲 上塩冶築山古墳（石室石棺） 238………………………………………………………

２．岡山県千束古墳 装飾古墳 238…………………………………………………………………

３．出雲簸川郡今市町大念寺 大念寺古墳 238…………………………………………………

４．出雲簸川郡古志一保塚（富塚） 238……………………………………………………………

５．出雲八束郡大庭村大字山代 238…………………………………………………………………

６．出雲簸川郡塩冶村大字上塩冶 238………………………………………………………………

７．肥後江田船山古墳出土品（直刀） 238…………………………………………………………

８．出雲八束郡玉湯町大字玉造・玉造遺跡 238…………………………………………………

９．出雲簸川郡今市町御幸町今市 238………………………………………………………………

10．出雲八束郡大庭村大字山代 238…………………………………………………………………

11．出雲八束郡大庭村大字大庭鶏塚 238……………………………………………………………
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12．出雲簸川郡塩冶村 上塩冶 地蔵山古墳 238………………………………………………

13．出雲国成東郡大庭村園原古墳 238………………………………………………………………

14．備前鶴山古墳（石棺） 239………………………………………………………………………

15．備後沼隈郡赤坂村赤坂池下山古墳 239…………………………………………………………

16．備後沼隈郡津之郷村大字津之郷本谷出土品 239……………………………………………

17．出雲大念寺古墳遺品目録 239……………………………………………………………………

18．出雲八束郡玉湯村大字玉造出土品 239…………………………………………………………

19．別府日名子太郎氏所蔵品 239……………………………………………………………………

20．日向上江村持田出土（馬具） 239………………………………………………………………

21．筑前国筑紫郡春日村大字須玖字岡本発見品（鏡） 239……………………………………

22．沖島御金蔵宗像神社 239…………………………………………………………………………

23．筑前宗像沖島金屋出土品 239……………………………………………………………………

24．別府日名子太郎氏所蔵 239………………………………………………………………………

25．熊本県下益城郡隈庄町大字宮地出土品 240……………………………………………………

26．筑前大字須玖字岡本出土品 240…………………………………………………………………

27．豊前国宇佐町高森赤塚 赤塚古墳 240…………………………………………………………

28．筑前宮地嶽神社古墳 240…………………………………………………………………………
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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 愛知県 尾張国鳴海町古墳 埋葬施設 写真

１ １ 福岡県 豊前国京都郡黒田村大字中黒田字綾塚発掘古墳 埋葬施設 図版

１ １ 奈良県 欽明天皇御陵陪塚（鬼の爼） 埋葬施設 写真

１ １ 東京都 上沼部古墳 埋葬施設 写真

１ １ ／ 石棺 埋葬施設 図版切抜

１ １ ／ 石室平面図 埋葬施設 実測図

１ １ ／ 石室側面図 埋葬施設 実測図

１ １ ／ 石室断面図 埋葬施設 実測図

１ １ ／ 石室平面図・断面図 埋葬施設 実測図

１ ２ 和歌山県
紀伊国那賀郡小倉村田中東国 東国山古墳群第１号古墳

S31.８調査 石室出土状態 須恵器・人骨 竪穴式石室

埋葬施設・土

器・人骨
写真

１ ２ 和歌山県
紀伊国那賀郡小倉村田中東国 東国山古墳群第１号古墳

石室出土状態 須恵器・人骨 竪穴式石室

埋葬施設・土

器・人骨
絵葉書

１ ３ 新潟県 佐渡島河崎村大字河崎 石室出土状態 埋葬施設 写真

１ ３ 滋賀県 近江日吉神社内 石室出土状態 埋葬施設 写真

１ ３ 埼玉県
埼玉村八幡山古墳（武蔵国北埼玉郡太田村所在）露出石

室
埋葬施設 絵葉書

１ ３ 埼玉県
埼玉村八幡山古墳（武蔵国北埼玉郡太田村所在）露出石

室
埋葬施設 写真

１ ３ 愛知県 尾張国知多郡乙川村西宅古墳 石室出土状態 埋葬施設 写真

１ ４ 岐阜県
美濃国長塚古墳発掘現状 『考古学雑誌』19－９（S４.

９）
埋葬施設 図版

１ ４ 京都府
京都府竹野郡竹野村 産土山古墳石棺内（『京都府調査』

第20冊）
埋葬施設 実測図

１ ５ 山梨県
山梨県東八代郡中道町下曽根 大丸山古墳実測図（1/

200） 茂木氏贈 S４＊
古墳 実測図

１ ５ 山梨県
『史跡銚子塚古墳』（山梨県中道町下曽根） 山梨県東八

代郡中道町教育委員会・下曽根東区愛護会
古墳 パンフレット

１ ６ 山梨県

山梨県東八代郡中道町下曽根大丸山古墳（S46.12）

上：笛吹川から大丸山を望む・下：曽根丘陵より大丸山

を望む

古墳 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳（S46.12） 石棺上の石室 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳（S46.12） 石室全景 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳（S46.12） 下部の石棺 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳（S46.12） 石棺の状況 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳 石棺 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳 石室 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳 石室 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳 石室 埋葬施設 写真

１ ６ 山梨県 甲斐大丸山古墳 石室 埋葬施設 写真

１ ７ 広島県 広島県掛迫古墳全景（南方より） 古墳 写真

１ ７ 広島県
広島県掛迫古墳 上：中央石室遺物出土状態・下：中央

石室天井石露出
埋葬施設 写真

１ ７ 広島県 広島県掛迫古墳南側石室発見 三角縁三神三獣鏡 鏡 写真

１ ７ 広島県
広島県駅家町掛迫古墳発掘 勾玉・ガラス小玉・ 龍鏡・

鉄斧

装身具・鏡・

鉄製品
絵葉書

１ ７ 広島県
広島県深安郡加法村東法成寺掛迫古墳 石室（A・中央）

出土状況 S30.８.19 人骨・鏡・鉄斧・鉄鏃

埋葬施設・人

骨・鏡・鉄製

品・武器

写真

１ ７ 広島県
広島県深安郡加法村東法成寺掛迫古墳 上：石室（B・南

部）出土状況・下：三角縁三神三獣鏡 S30.８.19
埋葬施設・鏡 写真

１ ８ 神奈川県

武蔵 加瀬山古墳

木炭 S12.５.８午後撮影・木炭 発掘風景 ５.11午

後２時頃

埋葬施設 写真

１ ８ 神奈川県 武蔵 加瀬山古墳 粘土 ５.11撮影 埋葬施設 写真

１ ８ 神奈川県 武蔵 加瀬山古墳 粘土 S12発見 埋葬施設 写真

１ ８ 神奈川県

『三田史学会発行三田史学会資料絵葉書』１輯 日吉加

瀬山・白山古墳

木炭 （両側上方ニアルハ粘土 ）・粘土 （南側）

埋葬施設 絵葉書

１ ８ 神奈川県

『三田史学会発行三田史学会資料絵葉書』１輯 日吉加

瀬山・白山古墳

木炭 内ノ銅鏡・粘土 ニ印セル網代型

埋葬施設 絵葉書

古
墳
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 ８ 神奈川県
柴田常恵 「日吉加瀬山古墳の発掘について」『三田評論』

７月 S12.７.１発行
古墳 雑誌

１ ８ ／
木炭 出土遺跡一覧 國學院大學考古学資料室・考古学

会 小出義治・下津谷達男依製
埋葬施設 表

１ ９ 三重県 伊賀国名賀郡依那古村才良石山古墳 東棺全景 古墳 絵葉書

１ ９ 岡山県 備前上道郡幡多村金蔵山古墳 古墳 絵葉書

１ ９ 静岡県
遠江国磐田郡御厨村大字新貝 松林山古墳 前室および

後室内部
埋葬施設 絵葉書

１ ９ 静岡県
遠江国磐田郡御厨村大字新貝 松林山古墳 竪穴式石室

上の粘土覆
埋葬施設 絵葉書

１ ９ 静岡県 遠江国磐田郡御厨村大字新貝 松林山古墳 後室 埋葬施設 絵葉書

１ ９ 宮崎県 日向西都原一本松塚粘土 埋葬施設 絵葉書

１ ９ 香川県 讃岐香川郡円座村発掘古墳 内部 古墳 絵葉書

１ ９ 群馬県 上野国多野郡平井村大字白名 稲荷山古墳 古墳 図版切抜

１ ９ 群馬県 上野国多野郡平井村大字白名 稲荷山古墳 古墳 写真

１ ９ 群馬県 上野国多野郡平井村大字白名 稲荷山古墳 古墳 実測図

１ 10 奈良県 石舞台古墳外部発掘調査地図 古墳 実測図

１ 10 奈良県 石舞台古墳断面図・推定復原図 古墳 実測図

１ 10 奈良県 図版二二．石舞台古墳石室実測図の一部 埋葬施設 実測図

１ 10 奈良県 晩秋の石舞台 太田喜二郎筆 古墳 スケッチ

１ 10 奈良県 図版一八．石室－玄室 埋葬施設 図版

１ 10 奈良県 図版－A空から見た石舞台古墳 古墳 図版

１ 10 奈良県 図版二八．下方部東辺貼石 古墳 図版

１ 10 奈良県 大和国石舞台 古墳 写真

１ 10 奈良県 大和国高市郡高市村石舞台古墳発掘 S８.10 古墳 絵葉書

１ 10 奈良県 大和国高市郡高市村大字島庄（暴露したる石 玄室） 埋葬施設 図版

１ 10 奈良県 石舞台石室模型写真 埋葬施設 図版

１ 10 奈良県 高市郡高市村大字島の庄石舞台 S８.11 古墳 写真

１ 10 奈良県
『大和島庄石舞台の巨石古墳』京都帝國大學文學部考古

學研究報告 第14冊 縮刷内容見本 S12
古墳 報告書

１ 11 大阪府 河内津堂城山古墳 長持形棺 人類学教室 埋葬施設 写真

１ 11 大阪府 河内津堂城山古墳 長持形棺 埋葬施設 写真

１ 11 大阪府 河内津堂城山古墳 長持形棺 埋葬施設 写真

１ 11 大阪府 河内津堂城山古墳 長持形棺 『人類学雑誌』28－７ 埋葬施設 写真

１ 11 大阪府 河内津堂城山古墳 長持形棺 埋葬施設 図版切抜

１ 12
埼玉県・

群馬県
武蔵秩父飯塚・上野群馬新里 古墳 写真

１ 12 奈良県 奈良県高市郡阪会村大字越 岩屋山古墳 埋葬施設 写真

１ 12 奈良県 奈良県高市郡阪会村大字越 岩屋山古墳 埋葬施設 写真

１ 12 奈良県 奈良県高市郡阪会村大字越 岩屋山古墳 埋葬施設 写真

１ 12 大阪府 築山古墳 古墳 絵葉書

１ 12 島根県 出雲今市市大念寺古墳 古墳内部・発掘品 埋葬施設 絵葉書

１ 12 大阪府 『考古図集』第11集 河内中高安村天神山古墳 古墳 図版

１ 12 群馬県 総社蛇穴山古墳 古墳 写真

１ 12 栃木県 『下野考古資料』 下都賀郡壬生町 古墳 図版

１ 12 奈良県 大和国磯城郡安部村大字阿倍 羨道・玄室 古墳 絵葉書

１ 12 奈良県 『近畿地方古墳墓の調査』第１ 大和桜井町艸墓内部 古墳 実測図

１ 13 東京都 明治神宮内 石棺 埋葬施設 実測図

１ 13 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第94号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第67号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第47号墳・第50号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第104号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第64号墳・第65号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第81号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第75号墳・第78号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第75号墳・第78号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第９号墳・第13号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第56号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第101号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第46号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第99号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第24号墳 古墳 実測図
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１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第76号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第108号墳・第111号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第17号墳・第23号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第31号墳・第32号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第54号墳・第57号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 岩橋千塚 第100号墳 古墳 実測図

１ 13 和歌山県 各地発見粘土 表 S24.11 埋葬施設 表

２ １ 茨城県 茨城県常陸太田市幡横穴 壁画・陰刻 横穴・壁画 図版

２ １ 神奈川県 鎌倉市大船町洗島谷 第２号墳横穴壁画 S23.７.11 横穴・壁画 拓本

２ ２ 大阪府 河内国高井田横穴 線刻絵書的文様（高橋氏文参照） 横穴・壁画 図版

２ ２ 大阪府 『上代文様集』第１輯 河内国高井田横穴玄室所刻文字 横穴・壁画 図版

２ ３ 福島県
福島県双葉町湊戸迫横穴古墳の壁画（奥壁）人物４人・

動物６足 渡辺胤道報 S42.12
横穴・壁画 写真

２ ３ 福島県
福島県双葉町湊戸迫横穴古墳の壁画 撮影渡辺了 S42.

11.７
横穴・壁画 写真

２ ３ 福島県
福島県双葉町湊戸迫横穴古墳の壁画 撮影渡辺了 S42.

11.７
横穴・壁画 写真

２ ３ 福島県
相馬胤道 「珍しい古墳壁画発見－双葉の地に－」『双葉

同窓会報』第23号 S42.12.20
横穴・壁画 新聞切抜

２ ３ 福島県 相馬胤道氏より S42.12.31 その他 書簡

２ ３ 福島県 湊戸迫横穴76号墳実測図（1/50） 横穴 実測図

２ ４ 千葉県 千葉県富津市岩坂横穴 １号墳羨道奥壁ヨリ左壁刻画 横穴・壁画 拓本

２ ４ 千葉県 千葉県富津市岩坂横穴 １号墳羨道刻画 横穴・壁画 拓本

２ ４ 千葉県 千葉県富津市岩坂横穴 横穴・壁画 拓本

２ ４ 千葉県 千葉県大満寺西１号 S27.９ 杉山林継 横穴・壁画 拓本

２ ４ 千葉県 千葉県大満寺西 杉山林継 横穴・壁画 拓本

２ ５ 島根県 隠岐飯ノ山古墳壁画 S34.７.25 横穴・壁画 拓本

２ ５ 島根県 隠岐飯ノ山古墳壁画 S34.７.25 横穴・壁画 拓本

２ ５ 島根県 隠岐飯ノ山古墳壁画 S34.７.25 横穴・壁画 拓本

２ ５ 島根県 『考古図集』第６集 隠岐西郷町飯ノ山横穴壁画 横穴・壁画 図版

２ ５ 島根県 隠岐西郷町飯ノ山横穴壁画 横穴・壁画 写真

２ ５ 島根県 隠岐西郷町飯ノ山横穴壁画 横穴・壁画 拓本

２ ５
茨城県・

島根県

『上代文様集』９輯 原始的書象文（常陸国吉田村古墳

及隠岐国西郷町横穴壁画）
横穴・壁画 図版

２ ６ 福島県
福島県泉崎横穴壁画模写 S26.９.29 中：正面・左：

向って左方・右：向って右方
壁画 写真

２ ６ 福島県 福島県西日河郡河崎村泉崎横穴壁画写 壁画 スケッチ

２ ７ 熊本県 熊本県大村横穴入口 人類学教室（138）S61 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県大村横穴入口 人類学教室（138）S63 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県大村横穴入口 人類学教室（138）S65 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県
熊本県人吉市城本 右：第11号横穴入口・左：第13号横

穴入口 松田氏より
横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県人吉市城本 第７号横穴入口 松田氏 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県人吉市大村城本 第７号横穴入口 松田氏 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県経ヶ峰横穴 人類学教室（137）S45 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県経ヶ峰横穴 人類学教室（137）S46 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県経ヶ峰横穴 人類学教室（138）S60 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県経ヶ峰横穴 人類学教室（138）S62 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県
熊本県球磨郡西村経ヶ峰横穴入口 人類学教室（138）

S64
横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県鹿本郡米田村長岩 第43号横穴入口 松田氏より 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県
熊本県鹿本郡米田村長岩 第43号横穴入口上部 松田氏

より
横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県
熊本県鹿本郡米田村長岩 右：第25号横穴入口・左：第

39号横穴入口 松田氏より
横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県鍋田横穴入口 人類学教室（136）S51 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県鍋田横穴入口 人類学教室（136）S52 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県鹿本郡川辺村鍋田第27号横穴入口 松田氏 横穴・壁画 写真

２ ７ 熊本県 熊本県山鹿市鍋田横穴古墳 横穴・壁画 絵葉書

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第１号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第２号横穴 横穴 実測図
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２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第２号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第３号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第４号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第５号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第６号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第７号横穴 横穴 実測図

２ ８ 大阪府 河内高井田横穴第８号横穴 横穴 実測図

２ ９ 宮城県
宮城県 「風土記御用書出」『宮城県史25 風土記』

S29.８.30
古墳 抜刷

２ ９ 宮城県 菊地勝之助 「鹿島台町の地名」『宮城県地名考』 古墳 抜刷

２ ９ 宮城県
三宅宗議 「矢本の古墳」・「第２編古代」『矢本町史第１

巻』矢本町史編纂委員会 S48.５.20
古墳 抜刷

２ ９ 宮城県
「横穴古墳群」『わが鹿島台』・「第２章郷土史のあらまし

１．原始古代の生活」『鹿島台町史』
古墳 抜刷

２ ９ 福島県
「福島県の装飾古墳について」『第16回福島県考古学大会

資料』 S49.３.23～24 福島県考古学会
古墳 抜刷

２ ９ 宮城県 「大迫横穴古墳群」『宮城県考古資料展解説』 S48.７ 横穴 パンフレット

２ ９ 宮城県 邉見鞆高先生より その他 書簡

２ ９ 宮城県 邉見端氏より その他 書簡

２ ９ 宮城県 「東国に装飾古墳をのこした人々」のメモ 古墳 メモ

２ 10 茨城県 茨城県常陸太田市幡横穴壁画・陰刻 茨城幡横穴12号 横穴・壁画 図版

２ 10 大阪府 河内高井田横穴線刻画 横穴・壁画 図版

２ 10 ／ 「東北の装飾古墳」『家庭と電気』 S48.12 古墳 冊子

２ 10 ／ 東北地方装飾古墳分布図 古墳・壁画 分布図

２ 10 ／ 『装飾古墳』チラシ 古墳・壁画 パンフレット

３ １ 奈良県 永泰公主壁画 壁画 絵葉書

３ １ 奈良県 飛鳥の景観 遺跡 絵葉書

３ １ 奈良県 飛鳥高松塚 海獣葡萄鏡 鏡 絵葉書

３ １ 奈良県 『日本の歴史』 美術色紙 飛鳥高松塚の壁画 古墳・壁画 図版

３ ２ 茨城県 茨城県勝田市虎塚古墳 壁画全景 古墳・壁画 絵葉書

３ ２ 茨城県 茨城県勝田市虎塚古墳 奥壁と北側壁壁画 古墳・壁画 絵葉書

３ ２ 茨城県 茨城県勝田市虎塚古墳 東壁・西壁壁画 古墳・壁画 絵葉書

３ ２ 茨城県 茨城県勝田市虎塚古墳 石室内部 埋葬施設 絵葉書

３ ３ 茨城県 茨城県勝田市金上古墳壁画 壁画 拓本

３ ３ 茨城県 大森氏より（10月17日付） その他 書簡

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳石 彫刻 古墳・壁画 図版

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳 遠景 古墳 写真

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳石 彫刻 古墳・壁画 写真

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳石 彫刻 古墳・壁画 実測図

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳石 彫刻 古墳・壁画 拓本

３ ４ 茨城県 茨城県吉田古墳石 彫刻 古墳・壁画 拓本

３ ５ 福岡県
福岡県嘉穂郡桂川町 寿命王塚古墳前室の壁画 九州大

学考古学研究室
古墳・壁画 絵葉書

３ ５ 熊本県 熊本県山鹿市大字城チブサン古墳壁画 古墳・壁画 絵葉書

３ ５ 熊本県
『上代文様集』６号 彩画原始文 肥後国飽託郡西里村

釜尾古墳 石室内装飾文
古墳・壁画 図版

３ ５ 大阪府
『上代文様集』11号 彫刻原始文 河内国南河内郡玉手

山安福寺石棺 装飾文

埋葬施設・

壁画
図版

３ ６ ／ 古道（東海道・東山道）装飾古墳の分布 古墳・壁画 地図

３ ７ 韓半島 双 塚玄室 壁画 図版

３ ７ 韓半島 双 塚玄室後壁画像 壁画 図版

３ ７ 韓半島 双 塚玄室東壁画像 壁画 図版

３ ７ 韓半島 双 塚石室壁画装飾 壁画 図版

３ ７ 韓半島 双 塚羨道壁画 壁画 図版

３ ７ 韓半島 江西古墳石室内部見取図 壁画 図版

３ ７ 韓半島 忠清南道扶餘郡扶餘面陵山里第２号石面装飾文 壁画 図版

３ ７ 韓半島 平安南道龍岡郡江西邑遇里賢中墓および大墓壁画 壁画 図版

３ ７ 韓半島
平安南江西郡江西邑遇里賢里中墓および大墓壁画 彩画

動物文
壁画 図版

３ ７ 中国 中国輯安県如山南村 舞踊塚 壁画 図版

３ ７ 韓半島 天王地神塚 北面上部天王図像 壁画 図版
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３ ７ 韓半島 魯山里鎧馬塚 玄室左方第一送画像 壁画 図版

３ ７ 韓半島 梅山里四神塚 玄室後壁画像 壁画 図版

３ ７ 韓半島 双 塚 前室天井 壁画 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』12号 彩画文様 平安南道龍岡郡池雲面

双 塚 石室装飾文
壁画 図版

３ ７ 韓半島 天王地神塚前室及玄室・ 神塚前室 壁画 図版

３ ７ 韓半島 広開土王陵 古墳 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』11号 彩画人物画像文 平安南道龍岡郡

江西邑遇賢里大墓 玄室装飾文
壁画 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』９号 彩画人物画像文 平安南道龍岡郡

江西邑遇賢里大墓 玄室装飾文
壁画 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』９号 彩画人物画像文 平安南道龍岡郡

江西邑遇賢里大墓 玄室装飾文
壁画 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』11号 彩画人物画像文 平安南道龍岡郡

江西邑遇賢里大墓壁画
壁画 図版

３ ７ 韓半島
『上代文様集』11号 彩画動物及植物文 平安南道龍岡

郡遇賢里大墓壁画
壁画 図版

３ ７ 韓半島 彩画及び彫刻蓮華文 壁画 図版

３ ７ 韓半島
平安南道江西郡三墓里所在江西古墳壁画原色絵葉書 江

西三墓里古墳壁画 羽化登仙図
壁画 絵葉書

３ ７ 韓半島
平安南道江西郡三墓里所在江西古墳壁画原色絵葉書 江

西三墓里古墳壁画 朱雀図
壁画 絵葉書

３ ７ 韓半島
平安南道江西郡三墓里所在江西古墳壁画原色絵葉書 江

西三墓里古墳壁画 忍冬唐草
壁画 絵葉書

３ ７ 韓半島
平安南道江西郡三墓里所在江西古墳壁画原色絵葉書 江

西三墓里古墳壁画 忍冬唐草
壁画 絵葉書

３ ７ 韓半島
平安南道江西郡三墓里所在江西古墳壁画原色絵葉書 江

西三墓里大墓石室構造図
埋葬施設 絵葉書

３ ８ 熊本県 肥後国飽託郡小島町千金甲古墳 人類学教室（137）S48
埋葬施設・

壁画
写真

３ ８ 熊本県
熊本市飽託郡小島町千金甲古墳内部 人類学教室（138）

S66
壁画 写真

３ ８ 熊本県 肥後国千金甲古墳 人類学教室（138）S67 壁画 写真

３ ８ 熊本県 『考古図集』第５集 肥後国飽託郡千金甲古墳石 内部 壁画 図版

３ ９ 福岡県 福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳の壁画 壁画 写真

３ ９ 福岡県 福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳の壁画 壁画 絵葉書

３ ９ 福岡県
実測図送り状 福岡県鞍手郡若宮町教育委員会より

S31.６.15
古墳 書簡

３ ９ 福岡県
福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳全体地形図実測図 S＝1/

100
古墳 実測図

３ ９ 福岡県 福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳石室平面実測図 S＝1/10 古墳 実測図

３ ９ 福岡県 福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳側壁実測図 S＝1/10 古墳・壁画 実測図

３ ９ 福岡県
福岡県鞍手郡若宮町竹原古墳奥壁並に入口壁画実測図

S＝1/10 森貞次郎 S31.４実測
古墳・壁画 実測図

３ ９ 大分県
大分県東国東郡伊美町装飾古墳 入江氏より S27.８.

17
古墳・壁画 写真

３ ９ 福岡県
森佐貞次郎 『図説竹原壁画古墳』 発行福岡県鞍手郡若

宮町教育委員会 1964.12再版
古墳・壁画 パンフレット

３ ９ 福岡県 竹原古墳奥壁壁画絵葉書 古墳・壁画 絵葉書

３ ９ 佐賀県 椙山林継・妙子氏よりの書簡 竹原古墳奥壁壁画絵葉書 古墳・壁画 絵葉書・書簡

３ ９

福島県・

茨城県・

大阪府・

岡山県・

熊本県・

福岡県

装飾古墳カード 古墳・壁画 カード

３ 10 福岡県
筑前筑紫郡五郎山装飾古墳（奥室正面）

壁画部分スケッチ
古墳・壁画

絵葉書・

スケッチ

３ 10 福岡県 福岡県五郎山古墳石室壁画写 S30.８.17 古墳・壁画 写真

３ 10 福岡県
『上代文化片影』 騎馬人物壁画 福岡県筑紫郡筑紫村

原田五郎山古墳奥壁
古墳・壁画 図版
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３ 10 福岡県
筑前筑紫郡五郎山装飾古墳絵葉書 筑紫古代文化研究会

発行
古墳・壁画 絵葉書

３ 11 熊本県
『上代文様集』３号 彩画原始文 肥後国飽託郡西里村

釜尾古墳石室壁面装飾
古墳・壁画 図版

３ 11 熊本県
『上代文様集』４号 彩画原始文 肥後国飽託郡西里村

釜尾古墳石室装飾文
古墳・壁画 図版

３ 11 福岡県
『上代文様集』６号 彩画原始文 筑後国浮羽郡千年村

大字若宮字日ノ岡古墳石室装飾文
古墳・壁画 図版

３ 11 熊本県
『上代文様集』８号 彩画原始文 肥後国井寺千金甲及

不知火古墳 壁及石棺蓋装飾文
古墳・壁画 図版

３ 11 熊本県
『上代文様集』８号 原始文 肥後国上益城郡六嘉村大

字井寺古墳石室壁装飾文
古墳・壁画 図版

３ 11 兵庫県
『上代文様集』11号 彫刻原始文 播磨国揖保郡平井村

大字中垣内発掘石棺蓋裏文様
古墳・壁画 図版

３ 11 熊本県 古墳石壁及石棺彩画文 肥後井寺古墳ほか 古墳・壁画 図版

３ 11 ／ 『上代文様集』11号 塚鼻古墳文様 古墳・壁画 図版

３ 11 福岡県 福岡県浮羽郡千年村若宮日ノ岡古墳壁画 古墳・壁画 写真

３ 11
福岡県・

熊本県

上：福岡県浮羽郡千年村若宮日ノ岡古墳壁画・下：肥後

国飽託郡小島町千金甲古墳壁画
古墳・壁画 図版切抜

３ 11 熊本県
熊本県葦北郡千小田田川内（田川恵七氏邸内発見） 人類

学教室（136）S55
古墳・壁画 写真

３ 11 熊本県 肥後国天草郡河村 石棺彫刻 人類学教室（136）S56 古墳・壁画 写真

３ 11 岡山県 備中国都窪郡 千足古墳内部彫刻模様 古墳・壁画 図版切抜

３ 11 岡山県 備中国都窪郡 千足古墳内部彫刻模様 古墳・壁画 写真

３ 11
岡山県・

福岡県

上：備中都窪郡加茂村大字新庄下字千足（『岡山県資

料』）・下：筑前国嘉穂郡桂川村寿命王塚古墳石室内部装

飾

古墳・壁画 図版・絵葉書

３ 11 熊本県 馬のいる古墳 熊本県山鹿市熊入町 弁慶ガ穴古墳壁画 古墳・壁画 絵葉書

３ 11 福岡県 桂川寿命古墳 古墳・壁画 絵葉書切抜

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 櫓を持つ人（部分） 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 手を広げた人物（部分） 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 武装人物 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 舟 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 舟 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 舟（部分） 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 人物 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 騎馬人物 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 奥壁絵画の描かれた石 古墳・壁画 写真

３ 12 香川県 宮ケ尾絵画古墳 玄室 古墳・壁画 写真

３ 13 香川県
香川県善通寺市石室内描線画拓本 松本豊胤氏贈

S41.４
古墳・壁画 拓本

３ 13 香川県
香川県善通寺市石室内描線画拓本 松本豊胤氏贈

S41.４
古墳・壁画 拓本

３ 14 福岡県
（其ノ三）県社八幡宮境内史跡日ノ岡古墳の全景

（其ノ四）県社八幡宮境内史跡日ノ岡古墳内部の紋様
古墳・壁画 絵葉書

３ 14 福岡県
（其ノ五）県社八幡宮境内史跡月ノ岡古墳の全景

（其ノ六）県社八幡宮境内史跡月ノ岡古墳の甲及石棺
古墳・壁画 絵葉書

３ 14
宮城県・

福岡県

福岡竹原古墳（後室奥壁と石棚）

宮城山畑横穴群（第15号の奥壁）
古墳・壁画 図版

３ 14 熊本県 『熊本チブサン古墳の奥壁彩色画』（本文刷見本） 古墳・壁画 パンフレット

３ 14 熊本県 『熊本チブサン古墳の奥壁彩色画』（本文刷見本） 古墳・壁画 パンフレット

３ 14

宮城県・

福島県・

茨城県・

福岡県

『日本装飾古墳の研究（図版編・研究編）』チラシ

萩ノ尾古墳・竹原古墳・珍敷塚古墳・日ノ岡古墳・幡横

穴12号・清戸迫横穴・山畑横穴群

古墳・壁画 パンフレット

３ 14 ／ 古墳線刻 古墳・壁画 拓本

４ １ 神奈川県 川崎市加瀬山第六天古墳 遠景・近景 ５月８日午後 古墳 写真

４ １ 神奈川県 川崎市加瀬山第六天古墳石棺 埋葬施設 写真

４ １ 神奈川県

『三田史学会発行三田史学会資料絵葉書』第２号

上：日吉加瀬山・第六天古墳石棺内部・下：日吉加瀬山・

第六天古墳石 前室の土器

埋葬施設・土

器
絵葉書
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４ １ 神奈川県

『三田史学会発行三田史学会資料絵葉書』第２号

上：日吉加瀬山・第六天古墳石 全景・下：日吉加瀬山・

第六天古墳石 奥部

埋葬施設・

土器
絵葉書

４ ２ 鳥取県 鳥取市古郡家１号墳石棺 鳥取科学博物館 S40.８.15 埋葬施設 写真

４ ２ 和歌山県 熊野郡凾石浜遺跡と発見の箱式棺 埋葬施設 図版

４ ２ 神奈川県 湘南史跡茅ケ崎駅構内の石棺 埋葬施設 絵葉書

４ ２ 熊本県
肥後天草郡横島千崎六四郎の奥の山 石棺 人類学教室

（136）S57
埋葬施設 写真

４ ２ 福岡県 筑前国糸島郡周船寺村大字周船寺字丸隈山発掘古墳 埋葬施設 図版

４ ２ 茨城県 常陸国筑波郡小野山村 古墳 埋葬施設 実測図

４ ３ 奈良県 大和牽牛子塚発掘七宝金具 畝傍考古館蔵 埋葬施設 絵葉書

４ ３ 奈良県
奈良県高市郡阪合村発見干漆棺片 國學院大學考古学資

料室
埋葬施設 絵葉書

４ ３ ／ 出土木棺 埋葬施設 図版切抜

４ ３ 栃木県 下野国下都賀三鴨村大字太田字中坪発見 木棺残欠 埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県

『岡山県考古資料』 右：美作英田郡楢原村大字平福発

掘陶棺・左：備前邑久郡美和村大字東須恵発掘蓮華文付

陶棺

埋葬施設 絵葉書

４ ４ 岡山県

『考古図集』27 陶棺側面装飾図 美作英田郡楢原村大

字平福発掘人物付陶棺・備前邑久郡美和村大字東須恵発

掘陶棺

埋葬施設 絵葉書

４ ４ 岡山県 美作英田郡楢原村大字平福発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県
美作国英田郡大野村・美作英田郡楢原村大字平福発掘陶

棺
埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県
美作国英田郡大野村・美作英田郡楢原村大字平福発掘陶

棺
埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県 備前邑久郡美和村大字東須恵発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４
中国・ギ

リシア
『考古図集』27 支那及クリート島発見陶棺 埋葬施設 図版

４ ４
奈良県・

岡山県

変形陶棺 郡山中学校蔵変形陶棺・津山高等女学校蔵変

形陶棺
埋葬施設 図版

４ ４ ／ 人類学教室蔵 帝室博物館蔵陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ 大阪府 河内中高安村天神山発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ 大阪府 『考古図集』11 小陶棺・河内中高安村天神山発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ ／ 陶棺 人類学研究室蔵 埋葬施設 写真

４ ４ 岡山県 備中浅口七尾村出土陶棺 人類学教室蔵 埋葬施設 写真

４ ４ 岡山県 備中浅口七尾村出土陶棺 人類学教室蔵 埋葬施設 写真

４ ４ 岡山県 美作国英田郡大野村大字野形発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県 美作国英田郡大野村大字野形発掘陶棺 埋葬施設 図版

４ ４ 岡山県
美作国勝田郡勝間田町大字平字五反 発掘陶棺 遺跡遺

物研究会
埋葬施設 図版

４ ４ ／ 埴輪棺 埋葬施設 実測図

４ ４ 岡山県 邑久郡美和村方形陶棺 S16.７ 埋葬施設 写真

４ ５ 京都府 与謝郡岩瀧町男山の石棺 埋葬施設 図版

４ ５ 山形県 羽前国西田川郡大山町大字菱津字火打崎発掘遺物 埋葬施設 図版

４ ５ ／ 長持形石棺 実測図 埋葬施設 実測図

４ ５ ／ 長持形石棺 埋葬施設 図版切抜

４ ６ 群馬県 惣社宝塔山古墳 古墳 写真

４ ６ 宮城県
宮城県名取郡茂ケ崎発見（『人誌』27－７号） S44.10.10

撮影
埋葬施設 写真

４ ６ 静岡県 伊豆長岡名所 長岡洞石棺 埋葬施設 絵葉書

４ ６ 奈良県 大和国南葛城郡葛村大字稲宿 石棺 埋葬施設 図版

４ ６ 福岡県 筑後・八女・川崎・童山（『人誌』28－５） 埋葬施設 写真

４ ６ 奈良県 奈良県高市郡高市村字阪田都塚古墳内石棺 埋葬施設 写真

４ ６ 奈良県 奈良県高市郡畝傍町大字鳥屋小谷古墳 埋葬施設 写真

４ ６ 群馬県 群馬県惣社愛宕山古墳 S30.９.30
古墳・埋葬施

設
写真

４ ６ 大阪府
松井塚出土横口式石棺（叡福寺境内） S35.10月末 考

古学協会見学
埋葬施設 写真

４ ６ 福岡県 豊前国京都郡黒田村大字中黒田字綾塚発掘古墳 埋葬施設 図版

４ ６ ／ 石棺 埋葬施設 図版切抜

４ ６ ／ 石棺実測図 埋葬施設 実測図
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４ ７ 群馬県 群馬県佐波郡長持山古墳出土 多摩美術大学蔵 埋葬施設 写真

４ ７ 福井県 福井県泰遠寺古墳石棺（刳抜舟形棺） S39.11.６ 埋葬施設 写真

４ ７ 香川県 香川県木田郡三谷村石舟山 S24.４.12 中川重徳氏 埋葬施設 写真

４ ７ 香川県
石枕付石棺 讃岐国山内村石船 S34

善通寺町磨臼山 S25.７.９
埋葬施設 写真

４ ７ 宮崎県
上：舟形石棺 本山考古館

下：宮崎県延岡市小野出土 内藤記念館蔵 S41.８.25
埋葬施設 写真

４ ７ 島根県 出雲玉作郷築山船形石棺 埋葬施設 絵葉書

４ ７ 奈良県 奈良鬼ノ厠 埋葬施設 写真

４ ７ 奈良県
奈良県天理市石上神宮蔵御舟代 斎藤真澄氏提供

S49.１
埋葬施設 写真

４ ７ 福井県
越前国足羽郡社村大字小山谷発掘石棺 東京帝室博物館

蔵
埋葬施設 図版

４ ７ 福井県
越前国足羽郡社村大字小山谷発掘石棺 東京帝室博物館

蔵
埋葬施設 図版切抜

４ ７
京都府・

奈良県

丹後国与謝郡蛭子山古墳舟形石棺

奈良石上神宮蔵御舟代
埋葬施設 実測図

４ ８ 静岡県
静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴発見 環頭大刀 S39.

６.22
武器 写真

４ ８ 静岡県
静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴発見 須恵器（高 ・台

付壺）
土器 写真

４ ８ 静岡県
静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴発見 須恵器（台付壺・

高 ・蓋）
土器 写真

４ ８ 静岡県 静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴 玄室 横穴 写真

４ ８ 静岡県 静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴 横穴 写真

４ ８ 静岡県 須恵器（高 ・蓋） 土器 写真

４ ９ 茨城県 中根横穴（十五郎穴）全景 其の１・其の２ 横穴 絵葉書

４ ９ 茨城県 中根横穴（十五郎穴）横穴構造各種見取図 横穴 絵葉書

４ ９ 茨城県
茨城県指定史跡中根横穴 勝田町中根史跡保存会（中根

より発見の遺物）
横穴 絵葉書

４ 10 東京都 府下南多摩郡日野町堀ノ内横穴 横穴 写真

４ 10 栃木県
下野国馬頭町和見遠見穴（月見殿）・姫穴

名所厩屋穴
横穴 絵葉書

４ 10 栃木県 下野国馬頭町和見名所唐之御所 横穴 絵葉書

４ 10 栃木県 那須唐之御所（奥部一隅を見る） 横穴 写真

４ 10 栃木県 那須唐之御所（石室上部） 横穴 写真

４ 10 東京都 武蔵池上本門寺裏横穴 横穴 写真

４ 10 東京都 池上町桐ケ谷横穴実測図 『人類学雑誌』41－10 横穴 実測図

４ 10 ／ 横穴実測図 横穴 実測図

４ 10
茨城県・

埼玉県

横穴 武蔵国比企郡西吉見村大字北吉発見・常陸国那珂

郡中野村
横穴 図版

４ 10 石川県 勅使全景・法皇山発掘物土器 横穴・土器 絵葉書

４ 10 石川県
第１穴法皇山横穴第１号勅使・第２穴法皇山横穴第２号

勅使２号
横穴 絵葉書

４ 10 神奈川県 物見台より桝形城跡望見桝形山麓穴居の遺跡長者穴 横穴 絵葉書

４ 10 静岡県

静岡県堀之内町伊藤宇人氏畑にある横穴

入口

石棺正面・側面

横穴 写真

４ 10 熊本県 肥後国玉名郡石貫村穴観音横穴計測図 横穴 図版

４ 10 ／
横穴古墳の斧痕（天井）（「大東原の古墳」『ミネルヴァ』

１－６・７号所載）
横穴 写真

４ 10 神奈川県
横浜市青木町西軽井沢の横穴

同西軽井沢横穴出土の斎部の瓶（宮谷小学校蔵）
土器 絵葉書

４ 10 静岡県
柏谷百穴(1)B地区全景・(2)C地区29号墳玄室内部

S24.３恵贈
横穴 写真

４ 10 静岡県 柏谷百穴⑶ D地区17号墳須恵器出土状態 S24.３恵贈 土器 写真

４ 10 宮崎県 日向国西都原古墳群地下式横穴遺物配列状態 土器 実測図

４ 10 宮崎県 第１号横穴実測図 横穴 実測図

４ 10 宮崎県 第２号古墳実測図 横穴 実測図

４ 10 宮崎県 第３の古墳表面図 横穴 スケッチ

４ 10 宮崎県 第３古墳側面切断図 横穴 スケッチ

４ 10 宮崎県 内部より見た図 横穴 スケッチ
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４ 10 宮崎県 横穴入口 横穴 写真

４ 10 石川県 勅使法皇山兵 に付近一覧図 横穴 地図

４ 11 埼玉県 内務省指定埼玉県吉見百穴 百穴の一部 横穴 絵葉書

４ 11 埼玉県 埼玉県吉見松山城跡・内務省指定埼玉県吉見百穴光蘚 横穴 絵葉書

４ 11 埼玉県
内務省指定埼玉県吉見百穴土器と石器・内務省指定埼玉

県吉見百穴古代の武器
武器 絵葉書

４ 11 埼玉県
内務省指定埼玉県吉見百穴シーボルトの自署・吉見百穴

の一部
横穴 絵葉書・写真

４ 11 埼玉県
内務省指定埼玉県吉見百穴神代文字・埼玉県吉見百穴光

蘚
横穴 絵葉書

４ 11 埼玉県 吉見百穴 坂本君撮影 S６.５ 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴（125）N45 全景 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴（125）N51 近景 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴（125）N46 近景 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴（125）N50 遠景 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴の１（126）N53 百穴内部 横穴 写真

４ 11 埼玉県 吉見百穴の１（126）N54 百穴内部 横穴 写真

４ 11 埼玉県 埼玉県比企郡西吉見百穴全景（内務省指定） 横穴 図版

４ 12 神奈川県
神奈川県大磯町虫窪・西おん沢横穴付近航空写真 S40.

７
横穴 写真

４ 12 神奈川県 虫窪横穴前方部・虫窪横穴大場先生視察 S40.８.１ 横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん発掘完了後の状況 S40.８

調査前視察（S40.６.４）・６号穴前視察（S40.８.１）
横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん沢発掘前横穴位置（人物の辺）・（近景） S40.６.

４
横穴 写真

４ 12 神奈川県 西おん沢１・２号穴（調査前）・１号穴（閉塞状態） 横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん１・２号穴前庭左側上端出土土師器・１号穴（完

掘後）
土器 写真

４ 12 神奈川県 西おん３号穴（調査前）・３号穴前庭部出土刀子 古墳・鉄製品 写真

４ 12 神奈川県 西おん６号穴前庭出土土師器 土器 写真

４ 12 神奈川県 西おん７号穴前庭出土土師器・刀子 土器・鉄製品 写真

４ 12 神奈川県 西おん７号穴前庭出土土師器 土器 写真

４ 12 神奈川県 西おん１・２号穴全景 横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん３号穴（前庭部閉塞）・３号穴（前庭部閉塞西側よ

り）
横穴 写真

４ 12 神奈川県 西おん４号穴奥壁部・４号穴内部（左壁及奥壁左方） 横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん３・４号穴全景

４号穴（調査前）・４号穴前庭部俯瞰
横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん３・４・５号穴（完掘後）

４・５号穴調査前状況・４・５号穴全景
横穴 写真

４ 12 神奈川県
西おん５・６号穴全景

６号穴調査前状況・６号穴石室内埋葬施設
横穴 写真

４ 13 千葉県 千葉県君津郡大佐和町絹横穴刻字拓本 「大同元…」 横穴・壁画 写真

４ 13 千葉県 千葉県八日市場市吉田横穴内刻字 「天平…」 横穴・壁画 写真

４ 13 千葉県 千葉県八日市場市吉田横穴内刻字 「天平…」 S44.12 横穴・壁画 写真

４ 14 福井県 福井市麻生神鼓山古墳出土壺棺（郷土館蔵） S39.11.６ 埋葬施設 写真

４ 14 長野県 長野県小県郡丸子町御岳堂字岩窟古墳 S42.７.29 横穴 写真

４ 14 神奈川県 神奈川県座間町横穴 S37.８ 横穴 写真

５ １ 韓半島 『上代文様集』第２輯 透彫唐草及幾何学文冠 装身具 図版

５ １ 韓半島
慶尚北道慶州郡慶州瑞鳳塚出土純金製宝冠（三国時代新

羅）
装身具 絵葉書

５ １ 韓半島
『博物館年報』昭和９年度 金製太環式耳飾 朝鮮慶尚

北道慶州邑皇吾里第16号墳第８ 発掘
装身具 図版

５ １ 韓半島 金冠塚発掘の純金製帯金具・垂金具・玉類 装身具 絵葉書

５ １ 韓半島

『博物館年報』昭和９年度 金製太環式耳飾 朝鮮慶尚

北道慶州邑路西里第２15番地所在古墳発掘・上皇吾里第

16号墳第６ 発掘

装身具 図版

５ １ 韓半島
『博物館年報』昭和９年度 金製頸飾 朝鮮慶尚北道慶

州邑路西里第２15番地所在古墳発掘
装身具 図版

５ １ 韓半島 帯 装身具 拓本

５ １ 韓半島 帯 装身具 拓本
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５ １ 韓半島 金鏤細工耳飾 夫婦塚出土 黒田幹一氏蔵 装身具 図版

５ １ 韓半島
『上代文様集』第２輯 透彫唐草及幾何学文 慶州古蹟

保存会陳列朝鮮慶尚北道慶州郡慶州邑金冠塚発見金冠
装身具 図版

５ １ 韓半島 慶州金冠塚出土金冠 朝鮮総督府博物館 装身具 図版

５ １ 韓半島 金銅冠 梁山夫婦塚出土・羅州番南面出土 装身具 図版

５ １ 韓半島

『上代文様集』第６輯 透彫唐草及動物文 朝鮮総督府

博物館蔵 朝鮮慶尚南道昌寧郡昌寧校洞古墳発掘見腰佩

類

装身具 図版

５ １ 韓半島 『考古図集』28 帯鉤 朝鮮総督府博物館蔵 装身具 図版

５ １ 韓半島
『博物館年報』昭和９年度 金製釧 朝鮮慶尚北道慶州

邑路西里第２15番地所在古墳発掘
装身具 図版

５ １ 韓半島 百済武寧王陵出土金製耳飾（王妃） 装身具 絵葉書

５ １ 韓半島 金冠塚出土耳飾 装身具 絵葉書

５ ２ 奈良県 奈良東大寺三月堂本尊 S12.３上旬 仏像 写真

５ ２ 奈良県 奈良東大寺三月堂本尊宝冠部分 S12.３上旬 装身具 写真

５ ２ 奈良県 奈良東大寺三月堂本尊宝冠についてのメモ 装身具 メモ

５ ３ 群馬県
伝赤城山出土勾玉（硬石製）・大胡町河原浜出土勾玉（硬

石製）
装身具 写真

５ ３

香川県・

京都府・

石川県・

群馬県・

兵庫県・

愛知県・

茨城県

『東京帝室博物館発行』絵葉書43－１ 勾玉

讃岐国仲多度郡白方村発掘・山城国綴喜郡八幡町字八幡

町発掘

『東京帝室博物館発行』絵葉書43－２ 勾玉

加賀国石川郡二塚村・上野国山田郡矢場川村・山城国葛

野郡川岡村・但馬国出石郡神美村・下総国猿島郡弓馬田

村・播磨国加東郡小野町・三河国豊橋市

装身具 絵葉書

５ ３

兵庫県・

香川県・

福岡県・

岡山県・

群馬県・

熊本県・

佐賀県

『東京帝室博物館発行』絵葉書

硬玉製勾玉（帝室博物館蔵）・播磨国加東郡小野町発見勾

玉・丸玉・小玉（帝室博物館蔵）

『東京帝室博物館発行』絵葉書

讃岐国仲多度郡白方村・筑後国八女郡長峯村・備前国邑

久郡邑久村・摂津国武庫郡本山村・上野国北甘楽郡福島

町・肥後国玉名郡江田村・肥前国東松浦郡玉島村・備前

国邑久郡邑久村・筑前国糟屋郡須恵村

装身具 絵葉書

５ ３

兵庫県・

岡山県・

岐阜県・

福岡県・

長野県・

埼玉県・

愛媛県・

島根県・

奈良県・

佐賀県

勾玉（形の尋常ならざるもの）

播磨国加東郡小野町・備前国赤磐郡布都美村・美濃国土

岐部日吉村・豊前国京都郡祓郷村・信濃国諏訪郡平野村・

淡路国三原郡上八田村・武蔵国比企郡野本村・伊予国周

桑郡吉岡村・出雲国能義郡安来町・美濃国土岐郡日吉村

勾玉 但馬国城崎郡中筋村・大和国北葛城郡箸尾村・肥

前国東松浦郡玉島村・筑前国糟屋郡須恵村・但馬国中郡

三重村・備前国赤磐郡西高月村

装身具 絵葉書

５ ３ 三重県

勾玉 一志郡河坂村河坂島岡・熊廉郡国府村字保子里小

字大貝戸車塚

管玉 右＊（瑪瑙製）熊廉郡国府村・一志郡河坂村島岡

＊＊博物館蔵

装身具 写真

５ ３ 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第三図版 勾玉 上野国佐

波郡殖蓮村上植木発掘
装身具 図版

５ ３ 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第四図版 勾玉 上野国佐

波郡殖蓮村上植木発掘
装身具 図版

５ ３ ／ 勾玉・砥石
装身具・石製

品
写真

５ ３
三重県・

福岡県

硬玉勾玉類28個 伝伊勢出土・筑前柏屋郡勢門村大字若

杉の古墳出土
装身具 図版

５ ３ ／ 成田郷土博物館蔵勾玉 S24.３.20 贈 装身具 写真

５ ３ 静岡県
勾玉 焼津市関方出土（永田藤磨氏蔵） S32.９堀田氏

より
装身具 写真・図版

５ ３ 韓半島

金冠塚にて発掘の勾玉類の一部碧玉・水晶・紅瑪瑙・硝

子・硬玉製等あり

純金製宝冠 T10.９ 慶州の路西里の古墳から出土

装身具 絵葉書

５ ３ 神奈川県 武蔵国都築郡岩村石川出土勾玉 装身具 図版
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５ ４

栃木県・

長野県・

富山県・

静岡県・

三重県・

愛媛県・

佐賀県

越中国西砺波郡赤丸村大字舞谷発掘勾玉・信濃国下伊那

郡大島村字屋敷添発掘勾玉・肥前国南高來郡守山村大室

三室発掘管玉・下野国下都賀郡姿村大字下古山発掘棗

玉・伊勢国鈴鹿郡国府村字保子里発掘切子玉・信濃国下

伊那郡大島村字屋敷添発掘切子玉・遠江国濱名郡小野田

村字半田山林発掘丸玉・伊予国温泉郡東中島村大字小濱

発掘小玉

装身具 絵葉書

５ ４ 島根県 松江市金ケ崎古墳発見品 玉類 S38.９月寺村氏 装身具 写真

５ ４ 茨城県 常陸鏡塚出土玉類 S41.２月撮影 装身具 写真

５ ４ 静岡県 静岡県掛川市下俣字洞ケ谷横穴出土 S39.６.22 装身具 写真

５ ４ 奈良県 大和国内発掘玉類 高橋博士 装身具 図版

５ ４ 山口県 周防国熊毛郡平生町所蔵玉類、弘津金石館陳列品 装身具 図版

５ ４

福島県・

群馬県・

埼玉県・

岐阜県・

静岡県・

兵庫県・

大阪府・

三重県・

岡山県・

広島県・

山口県

『東京帝室博物館発行』絵葉書44－２ 切子玉

安芸国安芸郡温品村（瑪瑙製）・周防国吉敷郡山口町（ガ

ラス製）・周防国吉敷郡山口町（瑪瑙製切子玉・丸玉）・

美濃国不破郡青墓村（蝋石製算盤玉）・播磨国飾間郡糸引

村（水晶製）・磐城国伊具郡金山町（水晶製）・伊勢国鈴

鹿郡国府村備（琥珀製棗玉）・伊勢国鈴鹿郡国府村（ガラ

ス製小玉）・武蔵国久良岐郡屛風浦村（ガラス製）

『東京帝室博物館発行』絵葉書44－５ 小玉及臼玉

備中国都窪郡庄村（土製小玉）・摂津国武庫郡本山村（ガ

ラス製小玉）・駿河国庵原郡高部村（ガラス製小玉）・和

泉国泉北郡濱寺町（ガラス製小玉）・上野国勢多郡赤城山

（滑石製臼玉）・出土地不詳（臼玉）

装身具 図版

５ ４ 福岡県 宮地嶽神社奥ノ宮所蔵小玉 装身具 写真

５ ４

京都府・

長野県・

熊本県・

広島県・

三重県・

群馬県・

静岡県

『東京帝室博物館発行』絵葉書44－１ 管玉

山城国綴喜郡八幡町大字八幡町（碧玉製）・信濃国諏訪郡

平野村鐵（石英製）・肥前国東松原郡玉島村（ガラス製）・

備後国蘆品郡有磨村（水晶製）・伊勢国鈴鹿郡国府村（瑪

瑙製）・上野国群馬郡佐野村（碧玉製）・肥前国東松浦郡

玉島村（碧玉製）・駿河国庵原郡高部村

装身具 絵葉書

５ ４

大阪府・

三重県・

岐阜県

『東京帝室博物館発行』絵葉書44－３ 梔玉・小玉・棗

玉及平玉

摂津国三島郡福井村鍍銀製山梔玉・伊賀国名賀郡神戸村

金銅製山梔玉・美濃国不破郡青墓村棗玉・美濃国不破郡

青墓村平玉

丸玉 『東京帝室博物館発行』絵葉書44－４

美濃国不破郡青墓村丸玉

装身具 絵葉書

５ ４ 栃木県
『下野考古資料』 河内郡 下都賀郡出土 切子玉・勾

玉・管玉
装身具 写真

５ ４ 岡山県 『岡山県考古資料』 耳飾 装身具 写真

５ ４ 岡山県 岡山夫婦塚 装身具 写真

５ ４ 福岡県 宮地嶽ガラス玉 S41.８ 装身具 写真

５ ４ ／ 岩沼町二木横穴 装身具 写真

５ ４ ／ 不明 装身具 写真

５ ４ 福岡県 筑後国正税帳（天平10年） 文書 メモ

５ ５ 福井県
冠 越前国吉田郡吉野村大字吉野谷発掘（東京帝室博物

館蔵）
装身具 図版

５ ５
群馬県・

福井県

冠 上野国佐波郡上陽村大字山王発掘・越前国吉田郡吉

野村石ヶ谷発掘
装身具 絵葉書

５ ５ 静岡県
金銅器残欠 遠江国豊田郡赤佐村字根堅発掘 徴古館陳

列
銅製品 絵葉書

５ ５ 静岡県
金銅器残欠 遠江国豊田郡赤佐村字根堅発掘 徴古館陳

列
銅製品 図版

５ ５ 静岡県
透彫唐草文 伊勢徴古館蔵 遠江国磐田郡赤佐村発見冠

残欠か
装身具 図版

５ ５

福井県・

静岡県・

熊本県

冠 越前国吉田郡吉野村吉野谷発掘・遠江国豊田郡赤佐

村字根堅発掘・江田船山古墳ほか
装身具 図版切抜

５ ５ 島根県
冠 島根県出雲市上塩谷築山古墳 県立博物館 S39.

３
装身具 写真
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５ ６ 熊本県 宮地嶽神社蔵冠残欠 S30.８.17 装身具 写真

５ ６ 熊本県 金銅冠 熊本県玉名郡江田町江田船山古墳出土 装身具 写真

５ ６ 熊本県 透彫唐草文 肥後国玉名郡江田村古墳発掘冠金具 装身具 写真

５ ７ 島根県
『博物館年報』昭和８年度 櫛残片 島根県簸川郡荘原

村大字学頭発掘
装身具 図版

５ ７ 山形県
『考古資料絵葉書』第１集 羽前国東村山郡出羽村大字

漆山古墳発見櫛
装身具 絵葉書切抜

５ ７ 奈良県 『考古資料絵葉書』 大和国発掘銀 装身具 絵葉書切抜

５ ７ 奈良県 土製品・石斧・石製品・櫛・勾玉（大和 中村君図） 装身具 実測図

５ ８ 岡山県
『考古図集』第28集 帯鉤 備中国都窪郡加茂村大字新

庄下古墳
装身具 図版

５ ８

熊本県・

岡山県・

奈良県・

三重県・

京都府・

群馬県

帯金具 肥後玉名郡江田村発掘・備前邑久郡国府村茶臼

山発掘・大和北葛城郡馬見村新山発掘・伊勢宇治山田市

塚山発掘・山城葛野郡松尾村穀塚発掘

帯 上野佐波郡上陽村大字山王発掘

装身具 絵葉書

５ ８ 石川県
『博物館年報』昭和８年度 石川県江沼郡勅使村字二子

塚発掘帯金具
装身具 図版

５ ８ 韓半島 朝鮮総督府博物館蔵 黄金製帯交具 装身具 写真

５ ８ ／ 『考古図集』第28集 帯金具 東京帝室博物館蔵 装身具 図版

５ ８
大阪府・

岡山県

『岡山県考古資料』 和泉国堺市旭ケ丘町七観山古墳発

見金銅帯金具・備前邑久郡国府村大字牛文発掘帯金具
装身具 絵葉書

５ ８ ／ 『上代文様集』８輯 鋳出及銀象嵌動物文 装身具 図版

５ ８ 熊本県
『上代文様集』９輯 透彫及槌起動物文（諸陵寮蔵 大

和新山及東京帝室博物館蔵）肥後江田発見帯金具
装身具 図版

５ ８ 京都府
『上代文様集』６輯 鋳出動物文 山城国葛野郡松尾村

大字下山田穀塚発掘帯金具 東京帝室博物館蔵
装身具 図版

５ ８ 韓半島
『上代文様集』４輯 細金細工動物文 平安南道大同郡

大同江面第９号墳発見帯金具 朝鮮総督府博物館蔵
装身具 図版

５ ８

奈良県・

大阪府・

熊本県

『帝室博物館図録』 古墳発掘帯金具 大和北葛城郡馬

見村大字大塚発掘・伝河内発掘・肥後玉名郡江田村大字

江田発掘・山城葛野郡松尾村大字下山田発掘

装身具 図版

５ ８ 福岡県 月岡古墳出土（鉄製）帯金具 装身具 写真

５ ８ 福岡県 帯金具 装身具 図版切抜

５ ８ 福岡県 帯金具 装身具 図版切抜

５ ８ 岡山県 帯鉤 備中都窪郡加茂村大字新庄下字榊山発掘 装身具 図版切抜

５ ８ 岡山県 馬形帯鉤 装身具 図版切抜

５ ８ 岡山県 馬形帯鉤 装身具 図版切抜

５ ９ ／ 金環 装身具 写真

５ ９

奈良県・

三重県・

岡山県・

鳥取県・

滋賀県・

茨城県・

群馬県

『日本考古資料写真集』 金属環

大和国南葛城郡忍海村大字山口・磯城郡織田村大字箸

中・山辺郡丹波市町杣ノ内・伊勢国鈴鹿郡国府村大字保

子里・備前国邑久郡国府村大字磯上・伯耆国西伯郡大高

村大字岡成・近江国甲賀郡佐山村大字岩室・常陸国真壁

郡樺穂村大字大峯・上野国碓氷郡八幡村大字若田発掘

東京帝室博物館蔵

装身具 図版

５ ９

福岡県・

三重県・

熊本県

耳飾 筑前玉島・伊勢保子里・肥後江田出土 東京帝室

博物館蔵
装身具 図版

５ ９

大阪府・

福岡県・

長崎県・

熊本県

耳鎖 河内国中河内郡中高安村大字郡川発掘・肥前国東

松浦郡玉島村大字谷口発掘・肥後国玉名郡江田村大字江

田発掘・筑前国怡土村大字大門発掘（東京帝室博物館蔵）

装身具 図版

５ ９

栃木県・

奈良県・

福井県・

山口県・

滋賀県・

岡山県・

長野県・

群馬県

八二．金・銀・銅環 金属環 下都賀郡姿村大字下古山

出土

『東京帝室博物館発行』絵葉書31－２ 銀環

大和磯城郡織田村・越前今立郡中河村・大和山辺郡丹波

市村・近江高畠郡水尾村鴨・周防熊毛郡城南村・美作真

庭郡神湯村・信濃埴科郡中之条村・上野利根郡糸之瀬村

装身具 絵葉書
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５ ９

福岡県・

長崎県・

熊本県・

三重県・

大阪府

『東京帝室博物館発行』絵葉書31－４ 耳飾（注記以外

金製）

筑前国糸島郡怡土村大字大門・肥前国東松浦郡玉島村大

字谷口・肥後国玉名郡江田村大字江田・伊勢国鈴鹿郡国

府村大字国府・河内国中河内郡中高安村字郡川（銀製）

装身具 絵葉書切抜

５ ９ ／ 高橋博士『考古図聚』 金属環と勾玉 装身具 図版

５ ９ 熊本県

『東京帝室博物館発行』絵葉書31－３ 耳飾（金製） 肥

後国玉名郡江田村大字江田発掘・肥後国江田船山古墳発

見遺品

装身具 絵葉書・写真

５ ９ ／ 耳飾・金環・耳鎖 装身具 図版切抜

５ ９ 兵庫県 竜野市西宮山古墳出土純金製耳飾 装身具 絵葉書

５ 10 長野県 座光寺村 高岡方面より畦地を望む（中央の藪が古墳） 古墳 写真

５ 10 長野県 古墳遠望 古墳 写真

５ 10 長野県 畦地古墳石室実測図（吉沢俊一氏）・石室入口 古墳 写真

５ 10 長野県 信濃下伊那座光寺畦地古墳出土玉 装身具 写真

５ 10 長野県
大場磐雄 「畦地古墳を繞る南信古代文化の一考察」『信

濃』１月号抜刷 S18.１
古墳 抜刷

５ 11 長野県
大里村渚字別府古墳玉類・埴科両宮土口石室勾玉管玉・

内山村大間古墳勾玉金環・平野村新屋敷天王森出土管玉
装身具 写真切抜

５ 11 長野県 大島村一ノ坪古墳勾玉 菅沼武司蔵 装身具 写真

５ 11 長野県 北大井村石神古墳金環・ワカツキ出土釧・釧 装身具 写真切抜

５ 11 長野県
座光寺村 平地10号・畦地１号・大門原・平地10号付近

金環・玉類
装身具 写真

５ 11 長野県 上小内出土六鈴鏡・管玉・勾玉・金環 装身具 写真

５ 11 長野県
松本市中山埴原柏木古墳出土金環・玉類（松本市立博物

館中山分館・旧中山考古館）
装身具 写真

５ 11 長野県 竜丘村出土玉類 装身具 写真

５ 11 長野県 北大井村石神古墳 金環・玉類 装身具 写真

５ 12 埼玉県
『廿五年記念図集』 伝武蔵国大里郡榛沢村大字榛沢発

掘鈴付銅器 東京帝室博物館蔵
銅製品 図版

５ 12 福岡県
『日本考古資料写真集』 豊前国仲津郡馬ケ岳発掘貝輪

東京帝国大学人類学教室蔵
装身具 図版

５ 12 ／ 大矢氏邸内出土釧 大矢氏蔵 装身具 写真

５ 12 茨城県
銅釧 茨城県常陸太田市島町天神塚古墳 S25.６.３調

査
装身具 写真

５ 12
福島県・

群馬県

『日本考古資料写真集』 岩代国信夫郡杉妻村大字黒岩

発掘鈴釧・上野国碓氷郡豊岡村大字上豊岡発掘銅釧 東

京帝室博物館蔵

装身具 図版

５ 12

栃木県・

神奈川県・

滋賀県・

静岡県・

福岡県・

群馬県・

埼玉県

鈴釧 足利町大字助戸字西畑出土・銅釧及鈴釧 武蔵国

橘樹郡旭村駒岡・丹後国中郡三重村（ガラス）・近江国栗

太郡羽栗村（金銅）・駿河国庵原郡高部村・筑前国筑紫郡

席田村下月隈・上野国碓氷郡豊岡村上豊岡・武蔵国大里

郡岡部村岡出土

装身具 絵葉書

５ 12 熊本県 『考古図集』 肥後繁根木及千束蔵古墳発掘貝輪 装身具 図版

５ 12 静岡県
静岡県磐田郡厨村松林村古墳発掘貝釧

摂津国三島郡豊川村宿久庄古墳発見直弧文貝輪
装身具

絵葉書・

図版切抜

５ 12 熊本県
肥後葦北郡日奈久町田河内発見古墳人骨・貝輪（旧明麗

館蔵）
装身具 写真

５ 12
栃木県・

岡山県

備前邑久郡国府村大字牛文発掘貝釧・備前邑久郡邑久村

大字山田庄発掘銅釧・足利郡御厨町大字渋垂銅釧
装身具 図版切抜

５ 12 茨城県
茨城県常陸太田市島町天神塚古墳出土銅釧 S25.６.３

調査・S33.９.18実測（金谷）
装身具 実測図

５ 12 福岡県 筑後三池郡二川村上楠田石神山 釧 S37 装身具 写真

５ 12 ／ 銅釧 装身具 写真

５ 12 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 上野国佐波郡殖蓮村上植木

発掘銅釧
装身具 図版

５ 12 静岡県 高橋博士『考古図集』 遠江国発掘鈴付銅器 銅製品 図版

５ 12 茨城県
『博物館年報』昭和９年度茨城県真壁郡関本町大字上野

発掘鈴付銅器
銅製品 図版

５ 13 熊本県 江田船山古墳出土沓 装身具 写真
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５ 14 福島県
福島県相馬郡真野村（現相馬市真野寺内20号古墳）発見

双魚佩 第１号
装身具 写真

５ 14 福島県
福島県相馬郡真野村（現相馬市真野寺内20号古墳）発見

双魚佩 第２号
装身具 写真

５ 14 奈良県 出土耳鎖 装身具 写真

５ 14 韓半島 朝鮮古墳出土遺物ノート（原稿用紙） その他 原稿

５ 15 ／ 玉類・鈴釧・金環・耳鎖 装身具 図版切抜

５ 15 群馬県
上野国赤掘村今井字城古墳出土玉・金環・金銅勾玉形鈴

関口氏蔵
装身具 写真・実測図

５ 15 ／ 貝釧・鈴釧・馬装具・金冠・耳鎖・帯金具・魚佩 装身具・馬具 図版切抜

５ 15 熊本県 江田船山出土沓・月岡古墳出土 装身具・武具 実測図

５ 15 ／ 『上代文様集』第11輯 透彫及鋳成唐草及花形文 装身具 図版

５ 15 ／ 鈴・装身具 装身具 図版

５ 16 長崎県
巴形銅器・馬鐸 長崎県対馬豊玉村佐保発見 S41.３

（森貞次郎氏贈 S41.６）
銅製品・馬具 写真

５ 17 福島県 飾板 福島県岩城市錦古墳発見 S26.９.29 装身具 写真・拓本

５ 17 ／ 原始時代特殊服飾品発見分布図 装身具 分布図

５ 17 ／ 石上 金属製品 装身具 写真

５ 17 ／ 原史時代大陸文化移入経路推定略図 S23.２.下旬作 その他 分布図

５ 17 ／ 原史時代特殊服飾品発見古墳一覧 S25.７現在 装身具 表

５ 17 ／ 古墳時代特殊服飾品出土地一覧表 S25.７.４大場作成 装身具 表

５ 17 ／ 古墳時代特殊服飾品出土地一覧表 S25.７.４大場作成 装身具 表

５ 17 ／ メモ その他 メモ

６ １ 長野県 甑 平出出土土師器 S43.５ 森氏贈 土器 写真

６ １ 長野県 ・甕 平出出土土師器 S43.５ 森氏贈 土器 写真

６ １ 長野県 （墨書） 平出出土土師器 S43.５ 森氏贈 土器 写真

６ ２ 長野県 平出出土須恵器 S43.５ 森氏贈 土器 写真

６ ２ 長野県 平出出土須恵器 ・壺 S43.５ 森氏贈 土器 写真

６ ３ ／ 「土師器・須恵器型式編年図」『原始美術』抜刷 土器 図版

６ ３ ／ 『日本原始美術』６巻抜刷 土器 抜刷

６ ３ ／ 和泉式土師実測図（原稿） 挿図第11 土器 図版

６ ３ ／ 『土師器研究者グループ連絡紙』３号 S39.６.25 土器
図版・

レジュメ

６ ４ 大阪府
鈴付須恵器 堺市浜寺中学校蔵（同校内出土） S29.11.

１
土器 写真

６ ４ 福岡県 筑前国早良郡田隈村梅林村 許斐儀七氏蔵 土器 写真

６ ４ 三重県 三重県鈴鹿市石薬師発見 辻利助氏蔵 土器 写真

６ ４ 三重県
筒形須恵器 三重県鈴鹿郡下ノ庄発見 鈴木敏雄（敏夫）

氏蔵 神宮特別展
土器 写真

６ ４ 広島県 安芸国高田郡坂村字奥田山発掘 鳥形陶器 土器 図版

６ ４

岡山県・

兵庫県・

奈良県・

滋賀県・

香川県・

宮城県・

福井県

美作国勝田郡勝間田村・播磨国揖保郡御津村・大和国磯

城郡柳本町・大和国生駒郡矢田村・近江野愛知郡勝野村・

讃岐国仲多度群臼方村・陸前国名取郡下増田村・若狭国

三方郡西郷村発掘 各種陶（須恵）器

土器 図版

６ ４ 広島県
『廿五年記念図集』 安芸国高田郡坂村字奥山田発掘環

状提瓶 東京帝室博物館蔵
土器 図版

６ ４

奈良県・

愛媛県・

福井県

『日本考古資料写真集』 大和国磯城郡柳本村・伊豫国周

桑郡吉岡村・若狭国三方郡西郷村発掘 各種陶（須恵）

器

土器 図版

６ ４
三重県・

岐阜県

三重県飯＊郡、岐阜県海津郡城山村各所の古墳より発掘

の土器
土器 写真・絵葉書

６ ４ ／ 『考古図集』第９ 異形陶器 東京帝室博物館蔵 土器 図版

６ ４ ／ 不明 土器 図版

６ ５ 香川県 香川県坂出市沙弥島発掘 師楽式土器 土器 絵葉書

６ ５ 広島県 広島県芦品郡駅家町字市場発見 土師器坩 土器 絵葉書

６ ５ 広島県 広島県府中市中須町発見 土師器坩 土器 絵葉書

６ ５ 熊本県
熊本県下益城郡松橋町松橋保健所（松橋養護園） 武岡賢

二蔵 乙益氏贈
土器 写真
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６ ５ 群馬県 上野国荒砥村二見山出土土師器 S18.８.29撮影 土器 写真

６ ５ 群馬県
保渡田八幡塚古墳出土土師器 S18.８.27撮影 上部郷

土史料保存庫
土器 写真

６ ５ 東京都
特殊土師器 八王子市館町四谷出土 小松敏盛氏蔵

S40.７.10
土器 写真

６ ５ 東京都 三鷹市御殿山発見土師器 牟礼発見弥生式土器片 土器 写真

６ ５ 奈良県 大和布留出土土器か 土器 写真

６ ５ 神奈川県 相生市広津町・都築郡柿生村・中里村土師器 土器 写真

６ ５ 鳥取県 倉吉市大谷大将軍 土師器 鳥取博物館 1965.８.15 土器 写真

６ ５ 群馬県 荒砥村発見土師器実測図 S.18.８調査 土器 実測図

６ ５ 長野県 長野県更埴市屋代町城の内遺跡の土師器 土器 実測図

６ ６ 新潟県
新潟県北蒲原郡聖篭村 畠山祐一氏蔵品（小出義治氏）

不明石製品 S27.８
石製品 写真

６ ６ 新潟県
北蒲原郡葛飾町太田古屋字松影出土壺 聖篭村字大夫出

土壺 葛塚町葛塚出土土師器 畠山氏蔵 S27.８
土器 写真

６ ６ 新潟県
北蒲原郡佐々木村大字佐々木馬坂出土支柱及土師器・土

師質遺物 畠山氏蔵 S27.８
土器 写真

６ ７ 東京都
都下西多摩郡二宮遺跡資料 佐々木藤之介氏 須恵器高

・瓶 S45.５.24
土器 写真切抜

６ ８ 福岡県

福岡県早良郡金武村羽根古墳出土 装飾台付子持 （子

持 ・装飾付筒形器台） 重要文化財 伊勢神宮司庁蔵

日本考古学会第58回総会記念絵葉書 S34.５

土器 絵葉書

６ ８ 福岡県
福岡県早良郡金武村羽根古墳 装飾付筒形器台 ①筑前

国早良郡金武村大字羽根戸 神宝徴古館
土器 写真

６ ８ 福岡県
福岡県早良郡金武村羽根古墳 装飾付筒形器台 第四図

ノ一
土器 図版切抜

６ ８ 福岡県
福岡県早良郡金武村羽根古墳 装飾付筒形器台 第四図

ノ二
土器 図版切抜

６ ８ 福岡県

福岡県早良郡金武村羽根古墳 小坩付 及装飾付台（子

持 ・装飾付筒形器台） 筑前国早良郡金武村大字羽根戸

発掘 徴古館陳列

土器 絵葉書

６ ８ 福岡県 福岡県早良郡金武村羽根古墳 装飾付筒形器台 土器 写真

６ ８ 福岡県
博多 磯野氏蔵（一）不明（出所） 磯野氏一部 （144）

S７ 装飾脚付甕
土器 写真

６ ８ 福岡県
博多 磯野氏蔵（二）磯野氏一部 （144）S６ 装飾脚

付甕
土器 写真

６ ８ 福岡県
博多 磯野氏蔵（三）磯野氏一部 （144）S５ 装飾脚

付甕
土器 写真

６ ８ 福岡県

装飾附斎 （中山博士論文参照） 中山平次郎氏「装飾附

斎 」（『考古学雑誌』９－６）

博多市 磯野氏蔵 装飾脚付甕

土器 図版切抜

６ ８ 群馬県

群馬県勢多郡荒砥村西大室二子山 S16.８調査 荒砥

村発見須恵器実測図 勢多郡荒砥村西大室二子山出土

装飾付筒形器台・器台 S18.８.29実測

土器 実測図

６ ８ 群馬県
群馬県勢多郡荒砥村西大室二子山 第17図 装飾付筒

形器台
土器 実測図

６ ８ 群馬県

群馬県勢多郡荒砥村西大室二子山 上野国二児山出土

装飾附須恵器（装飾付筒形器台） 四神（白虎欠） S18.

８.29採訪

土器 写真

６ ８ 岡山県 岡山県邑久郡鹿忍町槌ケ谷 装飾脚付甕 土器 図版切抜

６ ８ 岡山県 岡山県邑久郡鹿忍町槌ケ谷 装飾脚付甕 土器 図版

６ ８ 岡山県

『上代文様集』第１輯 彫塑人物画象文⑴（陶器装飾剖

展）

上・中：岡山県県邑久郡鹿忍町槌ケ谷・下：（記載なし）

土器 図版

６ ８ 岡山県
『上代文様集』第１輯 彫塑人物画象文⑵（装飾付陶器）

岡山県県邑久郡鹿忍町槌ケ谷 岡山県山手村宿
土器 図版

６ ８ 島根県
島根県益田市益田町本町出土 子持須恵器 島根県立博

物館 S38.３
土器 写真

６ ８ 岡山県

『岡山県考古資料』

十二．須恵器装飾剖展図 備前邑久郡鹿忍村字槌ケ谷発

掘

十三．須恵器著装女子小象 備前赤磐郡可真村発掘

土器 図版切抜
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６ ８ 和歌山県
和歌山県御坊市有留木古墳 御坊市湯川町上富安 新宮

（宝物） S37.８.７ 装飾子持台付壺
土器 写真

６ ８ 高知県
高知県長岡郡大篠村物見山古墳 千葉一高陳列室蔵

S16.５発見 装飾子持脚付壺
土器 写真

６ ８ 島根県
島根県浜田市周布古墳 周布小学校蔵 亀井正道氏より

S35.９ 装飾子持脚付壺
土器 写真

６ ９

大阪府・

静岡県・

福島県・

宮崎県・

島根県・

長野県・

岡山県・

熊本県・

福岡県・

和歌山県・

広島県・

埼玉県

『東京帝室博物館発行』絵葉書57－１ 須恵器 （１・

３～20）

１．河内国南河内郡玉手村・３．遠江国榛原郡五和村・

４．発掘地未詳・５．岩代国安積郡横塚・６．日向国宮

崎郡生目村・７．隠岐国知夫郡黒木村・８．信濃国諏訪

郡宮川村・９．備前国赤磐郡軽部村・10．備前国邑久郡

朝日村

『東京帝室博物館発行』絵葉書57－２ 須恵器高

（11～20）

11．出雲国能美郡荒島村大字荒島字大成・12．日向国東

諸県郡本城村十日町・13．遠江国小笠郡会我村高御所小

字南坪・14．肥後国鹿本郡平小城村大字・15．地名不詳・

16．筑前国朝倉郡夜須村大字四三島字屋形原・17．紀伊

国海草郡西和佐村大字・18．安芸六合高田郡坂村字奥田

山・19．武蔵国大里郡榛澤村字大寄・20．安芸国高田郡

坂村字奥田山

土器 葉書切抜

６ ９ 静岡県
焼津町塩原尋常小学校内 上段右から：杯蓋・長頸壺・

長頸瓶・高杯・下段右から：蓋杯・高盤・杯身
土器 写真

６ ９ ／ 甕 土器 写真

６ ９ 愛知県 三河国鏡塚 右から 子持脚付壺・広口壺・須恵器脚部 土器 写真

６ ９ 静岡県 静岡県堀之内町 伊藤氏邸横穴出土須恵器 土器 写真

６ ９ ／ 須恵器平瓶 吹出釉及釉著状態を示す 土器 写真

６ ９ 山口県
周防国熊毛郡平生町・茅ケ崎駅構内石棺出土 高 ・蓋

・提瓶・坩・
土器

絵葉書・

図版切抜

６ ９ 愛知県 愛知県中島郡萩原町大字中島八剣神社内出土横瓶 土器 写真

６ ９ ／ 大甕 土器 写真

６ ９ 秋田県
秋田県雄物川町末館窯出土須恵器（沼館高校蔵） S46.

８.26
土器 写真

６ ９ 三重県
三重県四日市市大井出大塚 提瓶（田中安一氏蔵）

S30.10.28
土器 写真

６ ９ ／ 神宮特別展出品甑 高須社大山氏蔵 土器 写真

６ ９ 茨城県 茨城県谷田部町発見（石川氏蔵） S37．３ 土器 写真

６ ９ ／ 吹出釉薬を見る 土器 写真

６ ９ 群馬県 上野国多野郡八幡村山出土 『人類学雑誌』25－294号 土器 写真

６ ９ 東京都
都下三鷹市大沢横穴出土 国際キリスト教大学蔵

S41.６.25 贈
土器 写真

６ ９ 鳥取県
陶製承台（？）鳥取市浜坂栃木山横穴二十二号出土 鳥

取科学博物館 S40.８.15
土器 写真

６ ９ 愛知県
中央及び左端尾張一宮市押場出土 尾張中島郡 伊勢

村字 戸天王出土
土器 写真

６ ９ 愛知県 尾張一宮押場出土甕・ ・蓋・瓶 土器 写真

６ ９ ／ 高橋博士『考古図聚』 図版第一〇 須恵器 と蓋 土器 図版

６ ９ ／ 高橋博士『考古図聚』 図版第一一 須恵器 ・提瓶・坩 土器 図版

６ ９ 奈良県
『博物館年報』大正14年度 第二五図版 伝大和国三輪

山発見横瓶
土器 図版

６ ９

島根県・

静岡県・

岐阜県

『日本考古資料写真集』 出雲・遠江・美濃国出土 東

京帝室博物館蔵
土器 図版

６ ９

石川県・

岡山県・

島根県

『日本考古資料写真集』 加賀・備前・石見国出土提瓶 土器 図版

６ ９ 和歌山県
『日本考古資料写真集』 紀伊国出土高 ・出土地不明蓋

付
土器 図版
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６ ９

岡山県・

愛知県・

福井県

『日本考古資料写真集』 備前・尾張・越前出土坩 土器 図版

６ ９ 島根県 出雲国仁多郡三成村出土横瓶 土器 図版

６ ９ 愛知県 『日本考古資料写真集』 三河国出土瓶・遠江国出土平瓶 土器 図版

６ ９ ／ 高橋博士『考古図聚』 脚付坩 土器 図版

６ ９ 熊本県 肥前神集島陶器窯印 土器 拓本

６ ９
熊本県・

山口県
肥前神集島・山口県出土 土器 拓本

６ ９ 千葉県 甕 千葉県九十九里の近く 横穴出土 土器 写真

６ ９ 新潟県 脚付坩 新潟県三条市内下田村の旧家所蔵 S43.７ 土器 写真

６ ９ 鳥取県
鳥取市浜坂栃木山12号横穴出土 鳥取博物館 S40.８.

15
土器 写真

６ ９ ／ 寺師見国氏蔵 大口市小木原春村 ２枚 土器 写真

６ ９ 福岡県 宮地獄出土 ・蓋 ・高 土器 写真

６ ９ 熊本県 熊本県宇土郡三角町大田尾須恵器 土器 図版

６ ９ 熊本県 熊本県宇土郡三角町大田尾土師器 土器 図版

６ ９ ／ 平瓶 土器 絵葉書

６ 10 千葉県 銅鋺類 木更津市浜長須賀古墳 S25.６.30 銅製品 写真

６ 10 栃木県 『下野考古資料』 足利公園下出土銅鋺 銅製品 図版

６ 10 埼玉県
『日本考古資料写真集』 武蔵国北埼玉郡荒木村出土銅

鋺 帝室博物館蔵
銅製品 図版

６ 10 ／ 銅鋺・土碗 飯島郡松尾村発見 大西氏蔵 S28.９.２ 銅製品・土器 写真

６ 10 ／
銅鋺・ 田丸佐田山三桝工場構内古墳出土 S28.９.

２
銅製品・武器 写真

６ 10 ／ 田丸佐田山三枡工場構内古墳出土銅鋺スケッチ 銅製品 メモ

６ 11 長野県 児開村打越出土平瓶 S８.４末撮 土器 写真

６ 11 長野県
小飯郡コマユミネ神社第26号ノ１里社背後の古墳付近出

土土器・石器 ・ ・坩
土器 写真

６ 11 長野県 小諸市与良＊岸山伏塚 長頚壺 土器 写真

６ 11 長野県 三田村 瓶 土器 写真

６ 11 長野県 岩村田町長土呂道常横瓶 土器 写真

６ 11 長野県
小諸市与良

中島マムシ塚 瓶
土器 写真

６ 11 長野県 朝日 甕 土器 写真

６ 11 長野県 南大井村御影新田舟窪 長頚壺 土器 写真

６ 11 長野県 上伊みのわ 土器 写真

６ 11 長野県 みのわ 碗・瓶 土器 写真

６ 11 長野県 豊丘村神福・田村北市場 甕 土器 写真

６ 11 長野県 富縣村北福地三拝木 ・蓋・坩 土器 写真

６ 11 長野県 北福寺根本尾古墳及び北福寺荒＊ノ田 鉄剣 武器 写真

６ 11 長野県 上郷村ヤブコシ古墳 ・高 脚部・坩 土器 写真

６ 11 長野県 座光寺村高岡第１号墳 吉川庄佐エ門蔵 土器 写真

６ 11 長野県 上水内 土器 写真

６ 11 長野県 春日村下ノ宮 長頚壺 土器 写真

６ 11 長野県 手良村 坩 土器 写真

６ 12 長野県
平出出土 土師器各種 左から高 、長胴甕、坩、甕、

、甑、 （墨書あり）
土器 写真

６ 12 長野県

前Ⅰ（№42－甕）

前Ⅰ（壹－甕４点・壺１点）

前Ⅰ（№７－甕）

土器 写真

６ 12 長野県

前Ⅰ（№７－壺２点）

前Ⅰ（№42－甕口縁）

前Ⅰ（№42－碗）

土器 写真

６ 12 長野県

前Ⅱ（甕７点）

前Ⅱ（碗２点）

前Ⅱ（碗４点・ １点） 第五十四図

土器 写真

６ 12 長野県
前Ⅱ（№37－高 ）

前Ⅱ（№10－甕破片２点）
土器 写真

６ 12 長野県

前Ⅱ（№42－甕ほか３点）

前Ⅱ（№14・№３－須恵器 ２点）

前Ⅱ（№14－須恵器 ）

土器 写真
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６ 12 長野県
前Ⅲ（№36－甕２点）

前Ⅱ（№32－碗） 第五十三図
土器 写真

６ 12 長野県

Ⅲ（甕ほか５点）

前Ⅲ（№46－須恵器 ）

前Ⅲ（№46－甕内面）

土器 写真

６ 12 長野県
中Ⅳ（甕ほか３点）

中Ⅳ（高 ・坩）
土器 写真

６ 12 長野県

中Ⅳ（坩４点）

中Ⅳ（守尾－坩２点）

中Ⅳ（甕ほか５点）

土器 写真

６ 12 長野県
中Ⅴ（№37－長胴甕）

中Ⅴ（№33－甑）
土器 写真

６ 12 長野県

中Ⅴ（甕４点）

中Ⅴ（碗４点）

中Ⅴ（№10－ ・碗）

土器 写真

６ 12 長野県

後Ⅵ～Ⅲ（Ⅵ№35－高台付 ・Ⅶ№35－高台付 ・Ⅷ

№47－高台付 ）

後Ⅵ～Ⅷ（Ⅵ－ ・Ⅶ－ ・Ⅷ－ ）

後Ⅵ～Ⅷ（Ⅵ№48－ ・Ⅶ№27－ ・Ⅷ№３－ ）

土器 写真

６ 12 長野県

後Ⅵ（№８－須恵器碗ほか４点）

後Ⅵ（№15－須恵器碗）

後Ⅵ（№45－須恵器碗２点）

土器 写真

６ 12 長野県

後Ⅶ（№26－須恵器碗ほか４点）

後Ⅶ（№38－須恵器碗・須恵器皿）

後Ⅶ（№38－須恵器皿ほか２点）

後Ⅶ（№27－須恵器碗２点）

土器 写真

６ 12 長野県

後Ⅷ（№25－須恵器高台付碗ほか２点）

後Ⅷ（須恵器高台付碗）

後Ⅷ（№47－須恵器高台付皿３点）

後Ⅷ（№27－高台付皿）

土器 写真

６ 13

熊本県・

富山県・

岡山県・

兵庫県・

鳥取県・

三重県・

和歌山県･

兵庫県・

静岡県・

長崎県・

岡山県・

山口県

『東京帝室博物館発行』絵葉書58－３ 須恵器提瓶（67・

68・71・73・75・76）

67．肥後国鹿本郡小城村大字城・68．越中国西砿波郡赤

丸村大字舞谷・71．備前国赤磐郡布都美村大字合谷・73．

摂津国神戸市葺合町・75．因幡国八頭郡大御門村・76．

伊賀国阿山郡友生村大字喰代）

『東京帝室博物館発行』絵葉書 須恵器横 （85・86・

88・89）

85．紀伊国日高郡藤田村大字吉田・86．播磨国揖保郡御

津村大字中島・88．遠江国小笠郡掛川町付近・89．肥前

国東松浦郡玉島村大字南山

土器 絵葉書切抜

６ 13

岡山県・

山口県・

和歌山県･

島根県・

静岡県・

愛知県・

奈良県

『東京帝室博物館発行』絵葉書 須恵器坩（30～33・

36～39）

30．美作国真庭郡神湯村大字社・31．周防国大島郡油田

村・32．紀伊国日高郡藤田村大字吉田・33．大和国生駒

郡矢田村大字山田字赤坂・36．伊予国周桑郡吉岡村大字

上市・37．美作国久米郡稲岡村大字南庄・38．美作国＊

那郡坂本村横打山・39．出雲国八束郡楫屋村

『東京帝室博物館発行』絵葉書 須恵器坩（41～43・45・

46・49）

41．遠江国周智郡久努西村堀越・42．尾張国愛知郡郡東

山村大字田代・43．紀伊国日高郡藤田村大字吉田村・45．

肥前国基 郡園部村・46．三河国渥美郡伊良湖岬村大字

和地・49．大和国南葛城郡忍海村

土器 絵葉書切抜
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６ 13

静岡県・

島根県・

鳥取県・

奈良県・

岡山県・

群馬県・

山口県

『東京帝室博物館発行』絵葉書57－３ 須恵器碗（22・

23・25・27・29）

22．駿河国駿東郡大岡村上石田・23．出雲国八束郡・25．

因幡国八頭郡大御門村字通谷

27．伊豆国田方郡田中村字木・29．大和国北葛城郡馬見

『東京帝室博物館発行』絵葉書 須恵器 （77～80・82・

83）

77．発掘地未詳・78．紀伊国海草郡西和佐村大字岩橋・

79．美作国苔田郡神庭村大字吉見・80．出雲国能義郡広

瀬町大字冨田・82．上野国佐波郡上陽村大字山王・83．

周防国佐波郡防府町大字東佐波令

土器 絵葉書切抜

６ 13

神奈川県･

徳島県・

静岡県・

広島県

『東京帝室博物館発行』絵葉書 須恵器瓶（50～54・56）

56．相模国中郡大根村大字落幡

『東京帝室博物館発行』絵葉書58－２ 須恵器平瓶

（58～63、66）

58．伊予国周桑郡吉岡村・59．阿波国美馬郡貞光町・60．

伊予国周桑郡吉岡村・61．遠江国周智郡久努西村・62．

伊予国周桑郡吉岡村・63．安芸国高田郡坂村・66．安芸

郡豊田郡南方村

土器 絵葉書切抜

６ 13 福岡県
祝部土器 異形 ・高坩・横 ・有蓋坩 福岡高等学校

玉泉館蔵
土器 絵葉書

６ 13 ／ 根岸町伊勢山出土の提瓶 土器 図版切抜

６ 13 茨城県

茨城県谷田部町石川氏旧蔵 S37

上段：９．須恵器甕・10．土師器甕・11．土師器甕・中

段：12．土師器甕・13．土師器壺・14．土師器鉢・15．

土師器片・下段：須恵器

土器 写真

６ 13 茨城県

茨城県谷田部町石川氏旧蔵 S37寄贈

上段：17．須恵器 ４点・ 蓋１点・下段：18．手捏土

器８点

土器 写真

６ 13 ／

各地発見 人類学教室蔵

上段：樽形 ・子持台付壺・甕・鉢・蓋 ・脚付短頚壺・

下段：提瓶・ ・平瓶・高 ・有蓋短頚壺・長頚壺（「下

総大井」の注記あり）

土器 写真

６ 13 静岡県
焼津町 焼津字山田発見陶器・土師器

上段：須恵器 ・下段：土師器３点
土器 写真

６ 13 奈良県 磯城郡千塚 須恵器 土器 拓本

６ 13 奈良県 磯城郡千塚 須恵器 土器 拓本

６ 13 奈良県 須恵器内面当具痕（青海波文） 土器 拓本

６ 13 静岡県

駿河 焼津

静岡県志太郡焼津町焼津赤坂 拓本 土師器底部木葉痕

志太郡焼津町焼津赤坂 拓本 赤褐色 土師器底部木葉

痕

焼津町焼津尋常小学校敷地 写真 平瓶・高 ・

焼津西尋常小学校内 写真 瓶ほか２点

焼津西尋常小学校敷地 写真 瓶瓶・脚付盤

土器 拓本・写真

６ 13 ／

３．蓋 ・４．高 ・６．鉢・７．四足・８．高台付鉢・

９．把手付碗・10．柄付鉢・11．短頚壺・12．台付長頚

壺・13．三足壺・14．脚付瓢形壺・17．

土器 写真切抜

６ 13 ／

２．台付長頚壺・３．平瓶・４．把手付平瓶・６．鳥形

瓶・８．提瓶・10．提瓶・11．皮袋形瓶・12．環状瓶・

13．樽形 ・14．樽形 ・16． ・17． ・18．家形 ・

19． 形土器・20．蓋鋺・21．承台

土器・銅製品 写真切抜

６ 13 島根県 出雲大社 高 ・ ・長頚壺 土器 写真

６ 13 ／

１．高 ・２．脚付長頚壺・３．甕・４．平瓶・５．有

蓋高 ・６．樽形 ・７～９．提瓶・10・11．蓋 ・12．

・13．＊＊・14．安城郡住吉村耳付壺

土器 写真

６ 13 鹿児島県
鹿児島県伊作郡羽月村宮人原 羽月公民学校敷地出土

斎 土器 須恵器甕
土器 写真

６ 13 ／ ・長頚壺 土器 写真

６ 13 ／ 須恵器格子外面格子タタキ目 土器 拓本

６ 13 ／ 銅製容器及び須恵器 環状瓶、皮袋形瓶 土器 図版

６ 13 ／ 銅製容器及び須恵器 長頚瓶 土器 図版
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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

６ 13 ／ 須恵器大甕 第二図 土器 図版

６ 13 島根県 出雲大社 厳 扁壺 土器 絵葉書

６ 13 ／
古埴城内見出品 土器 昭和８年若林紡績工場建設の際

発掘せしもの 蓋・短頚壺・樽形 ・平瓶・短頚壺
土器 絵葉書

６ 13 ／ 須恵器 原稿用図版 土器 実測図

６ 14 ／ 表面：格子タタキ目・内面：当具痕（青海波文） 土器 拓本

６ 14 奈良県 大和石上神宮酒蔵址 社神 写真

６ 14 奈良県
大和石上神宮蔵酒甕 上段：写真・下段：拓本（格子タ

タキ目、当具痕）
土器 写真・拓本

６ 14 福岡県
神宮徴古館出陳装飾付坩（子持 ・装飾付筒形器台） 筑

前国早良郡金武村大字羽根戸 「一四〇九」の注記あり
土器 写真

６ 14 ／
装飾脚付長頚壺・提瓶２点・樽形 ・ ・長頚瓶・平瓶・

・有蓋高 ・坩・壺
土器 図版切抜

６ 14 大阪府

『東京帝室博物館図録』第２期第７輯 和泉国泉南郡山

直上村大字新在家字重ノ原 一八三．装飾付長頚壺（装

飾付有蓋壺 列品番号10324）

土器 図版

６ 14 島根県 出雲大社 扁壺 土器 写真

６ 14 ／ 格子タタキ目 土器 拓本

７ １ 奈良県 １．七支刀 金＊圏 （表裏） S45.８撮影 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ２．七支刀 表面（一） 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ３．七支刀 表面（二） 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ４．七支刀 表面（三） 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ５．七支刀 裏面（一） 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ６．七支刀 裏面（二） 石上神宮蔵 武器 写真

７ １ 奈良県 ７．七支刀 裏面（三） 日金＊ 石上神宮蔵 武器 写真

７ ２ 奈良県 七支刀実測図 S３.７.18実測 武器 実測図

７ ２ 奈良県 美術研究 S26.１ 第15８号別刷 美術研究所 武器 抜刷

７ ２ 奈良県 石上神宮禰宜 ＊山＊香＊氏より 書簡 S22.12.５ その他 書簡

７ ２ 奈良県 石上神宮所蔵七支刀銘文 （ガリ版刷） 武器 メモ

７ ２ 奈良県 石上神宮所蔵七支刀図版 武器 図版

７ ３ 島根県
島根県岡田山発見 島根県松江市岡田山古墳 三葉環頭

大刀 島根県立博物館 S39.３
武器 写真

７ ３ 島根県
島根県松江市岡田山古墳出土太刀類実測図 三葉環頭大

刀・円頭大刀・鹿角柄刀子他 六所神社蔵
武器 図版

７ ４ 鹿児島県
鹿児島県肝属郡高山町高山公民館蔵 S37.２.６（森氏）

鉄刀ほか４点
武器 写真

７ ４ 群馬県
上野国勢多郡荒砥村二宮 関口氏蔵 西大室天神山古墳

発見 鉄刀
武器 写真

７ ４ 栃木県

『下野考古資料』

一〇．頭椎大刀（足利公園下）・円頭大刀（阿蘇郡旗川村

大字小中）装具

一一．円頭及方頭大刀（足利町大字助戸字新山）

武器 図版

７ ４

群馬県・

茨城県・

埼玉県・

長野県

『日本考古資料写真集』第60版

刀身（上野国群馬郡倉賀野町字大道南発掘）・頭椎大刀

（常陸国新治郡新治村大字市川字笄ヶ埼発掘）・圭頭大

刀（武蔵国北崎玉郡荒木村大字小見発掘）・蕨手刀（信濃

国小県郡禰津村発掘） 以上東京帝室博物館蔵

武器 図版

７ ４ ／ 泉古墳発見鉄器類(65) 武器 図版

７ ４ ／ ２．大刀 武器 図版

７ ４ ／ ３．大刀 武器 図版

７ ４ ／ Ⅲ．大刀・刀装具ほか 武器 図版

７ ４ ／ 刀 タチとカタナ 原稿 原稿用紙５枚 武器 原稿

７ ５ ／
『上代文様集』５輯 48 鋳出動物文（獅嚙） 獅嚙環頭

柄頭５点
武器 図版

７ ５ ／

『上代文様集』12輯 119 鋳出動物文 単鳳環頭柄頭２

点・双鳳環頭柄頭１点・三累環頭柄頭１点・三葉環頭柄

頭１点

武器 図版

７ ５ ／
『上代文様集』12輯 118 鋳出動物文 双龍環頭柄頭２

点
武器 図版

７ ５ ／
『上代文様集』８輯 74 鋳出動物文 単鳳環頭柄頭２

点
武器 図版
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７ ５ 韓半島

『考古図集』第３ 22 環頭柄頭 双龍環頭柄頭（伝木

浦地方発見）・双鳳環頭柄頭（慶尚南道昌寧郡昌寧校洞古

墳群発見） 朝鮮総督府博物館蔵

武器 図版

７ ５ ／
『博物館年報』大正14年度 第二九図版 鍍金龍雀剣頭

（単鳳環頭大刀） 加藤多米氏出品 出所不明
武器 図版

７ ５ ／

『上代文様集』９輯 86 鋳出動物文（古墳発掘環頭大

刀柄頭）

単鳳環頭柄頭４点・双龍環頭柄頭１点

武器 図版

７ ５ ／
『上代文様集』第１輯 打出動物文及植物文（大刀装具）

写真・拓本
武器 図版

７ ５ 群馬県

『考古図集』第１ 上毛古代文化号 10

１．双龍環頭柄頭・２．獅嚙環頭柄頭・３．単鳳環頭柄

頭・４．単鳳環頭柄頭・５．双鳳環頭柄頭・６．双鳳環

頭柄頭

武器 図版

７ ５ ／ 図版第二六 環頭大刀柄頭 柄頭15点の内２点切抜済 武器 図版切抜

７ ５ ／

環頭大刀柄頭（其二）

(1)単鳳環頭柄頭・(2)単鳳環頭柄頭・(3)単鳳環頭柄頭・

⑷獅嚙環頭柄頭

武器 図版切抜

７ ５ ／ 獅嚙環頭柄頭 武器 図版切抜

７ ５ ／ 三累環頭柄頭 武器 図版切抜

７ ５
静岡県・

千葉県

駿河国駿東郡泉村発見 獅嚙環頭柄頭 人類学教室 写

真（127）02

木更津市金鈴塚発見 絵葉書切抜

武器
写真・絵葉書

切抜

７ ５ 群馬県 群馬県発見 単鳳環頭大刀 石巻市毛利七郎氏蔵 武器 写真

７ ５

岡山県・

滋賀県・

石川県・

茨城県・

千葉県・

山口県・

群馬県

『東京帝室博物館発行』絵葉書28－１ 環頭柄頭

双龍環頭柄頭（美作国真庭郡久世町大字富雄発掘）・双鳳

環頭柄頭（近江国高島郡水尾村大字鴨発掘）・双鳳環頭柄

頭（能登国鹿島郡御祖村字曾禰発掘・常陸国新治郡田余

村大字栗又四箇発掘）

『東京帝室博物館発行』絵葉書28－２ 環頭柄頭

単龍環頭柄頭（発見地未詳）・単鳳環頭柄頭（下総国猿島

郡大字金岡発掘）・単鳳環頭柄頭 （周防国熊毛郡室積村

大字西ノ庄発掘）・単鳳環頭柄頭（伝上野国群馬郡倉ヶ野

町発掘）

武器 絵葉書

７ ５ ／

前編（八） 金銅製環頭柄頭三個 個人蔵 「梅仙居」の

落款あり

双龍環頭柄頭１点・単鳳環頭柄頭２点

武器 図版

７ ５ 静岡県
『博物館年報』昭和８年度 図版九 環頭大刀 静岡県

駿東郡浮島村大字舟津発掘
武器 図版

７ ５ ／ 125ページ 環頭大刀柄頭（其一） 双龍環頭柄頭４点 武器 図版

７ ５ 群馬県

上野国佐波郡芝根村字川合発掘環頭柄頭 相川之賀氏蔵

三葉環頭柄頭

上野国佐波郡芝根村字下茂木オトカ塚ヨリ出土 双龍環

頭柄頭１点・環頭４点

武器 絵葉書

７ ５ 韓半島

六二．純金飾刀子断片 楽浪帯方時代 朝鮮総督府博物

館所蔵

大同江面石岩里９号墳出土 大小１セット

武器 図版

７ ５ 石川県

『考古図集』 一三 121 環頭式柄頭（侯爵 前田利為

氏蔵）

双龍環頭柄頭 能登国羽咋郡発掘（安政２年所出）

武器 図版

７ ５ 熊本県
『丗五年記念図集』 環頭大刀（国宝） 肥前国北松浦郡

平戸村亀岡神社蔵
武器 図版

７ ５

千葉県・

群馬県・

静岡県・

鳥取県

『日本考古学資料写真集』第六一版 狛剣柄頭

単鳳環頭柄頭 下総国猿島郡猿島村大字金岡発掘（東京

帝室博物館蔵）

単鳳環頭柄頭 地名不詳（伯爵 勝精氏蔵）

双鳳環頭柄頭 上野国群馬郡倉賀野町発掘（東京帝室博

物館蔵）

獅嚙環頭柄頭 駿河国志太郡東益津村大字高崎発掘（東

京帝室博物館蔵）

三累環頭柄頭 伯耆国西伯耆郡大岡村大字岡成発掘（東

京帝室博物館蔵）

武器 図版
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７ ５
岡山県・

熊本県

一四．環頭式柄頭

右：方頭柄頭 備中都窪郡庄村大字日畑西組・中：双龍

環頭柄頭 美作真庭郡久世町大字富ノ尾・左：単鳳環頭

柄頭 備中吉備郡箭田村大字大塚

絵葉書切抜 環頭柄頭

素環頭柄頭（肥後国玉名郡江田村船山発掘）・三葉環頭柄

頭（備前国御津郡建部村発掘）

絵葉書切抜 獅嚙環頭柄頭

武器
絵葉書・

絵葉書切抜

７ ５ 福岡県
福岡県出土（磯野儀七氏蔵） 人類学教室

単龍環頭柄頭・三累環頭柄頭・馬具残片？
武器・馬具 写真

７ ５ 奈良県

奈良県天理市 本町東大寺山古墳出土 環頭柄頭三種

（装飾付三葉環頭柄頭） 奈良天理参考館 近江昌司氏

報 S37.６.15

武器 写真

７ ５ ／

『慶応大学絵葉書』第２輯 ６．環頭大刀

(1)単鳳環頭柄頭・(2)三累環頭柄頭・鍔・鞘口金具・(3)

双龍環頭柄頭・(4)鞘口金具

武器 絵葉書

７ ５ 福岡県

上：筑前筑波糸島郡岡船寺女原 双鳳環頭柄頭 人類学

教室

下：同・日部怡土村大門 双龍環頭柄頭 人類学教室

武器 写真

７ ５ 熊本県 肥後 江田村（博物館） 素環頭大刀 武器 写真

７ ６ 埼玉県 埼玉県北埼玉郡荒木村大字小見 頭椎大刀 武器 写真

７ ６ 奈良県
橿原神宮蔵頭椎大刀 ＊＊二十九年三月上野国多野郡塚

＊字＊＊発見
武器 写真

７ ６ 奈良県 橿原神宮宝物 頭槌大刀（上野国発見） 武器 写真

７ ６ ／

132 銀象嵌装飾

(1)鞍金具・(2)頭椎柄頭・(3)頭椎柄頭・(4)八窓鍔・(5)

八窓鍔・(6)八窓鍔

武器 図版

７ ６ ／

138 原始文

(1)巴形銅器・(2)巴形銅器・(3)巴形銅器・(4)鹿角製刀

装具・(5)鹿角製刀装具・(6)鞘・(7)頭椎大刀

武器・銅製品 図版

７ ６ 埼玉県
『上代文様集』２輯 打出原始文 東京帝室博物館蔵

北埼玉郡荒見村古墳発見大刀柄間金具 鞘金具拓本
武器 図版・拓本

７ ６ 群馬県
『考古図集』第１ 上毛古代文化号

頭椎大刀（橿原神宮）・鍔（東京帝室博物館）
武器 図版

７ ７ 群馬県

『博物館年報』昭和九年度 図版九 曲柄鈴（歴史２区

22049）

群馬県多野郡平井村大字白石稲荷山発掘 銅製・刀子

柄？

武器 図版

７ ７ 栃木県 一二．大刀装具 足利町大字助戸字西畑 鹿角製刀装具 武器 図版

７ ７ ／ 『上代文様集』第１輯 彫刻直弧文(1)（鹿角製刀装具） 武器 図版

７ ７ 茨城県
『上代文様集』５輯 50 透彫唐草文 東京帝室博物館

蔵 常陸国久慈郡田渡村及上野国白石発掘刀装具
武器 図版

７ ８ 栃木県 『下野考古資料』 下都賀郡姿村大字下古山出土刀子 鉄製品 図版

７ ８ 愛知県
三河国渥美半島保美貝塚出土＊刀子 ＊＊＊八多郡 高

橋＊一 S23.３
鉄製品 写真

７ ９

長野県・

群馬県・

神奈川県

『日本考古資料写真集』第六二版

上：信濃国諏訪郡下諏訪字下ノ原発掘・右：上野国

群馬郡岩鼻村大字綿貫発掘・左：相模国中郡比々多村大

字三宮発掘

武器 図版

７ ９

群馬県・

長野県・

静岡県

右：上野国群馬郡倉ヶ野発掘・信濃国北佐久郡五郎

兵衛新田村発掘・発見地未詳・左：上野国群馬郡倉ヶ野

村大應寺発掘・上野国群馬郡豊秋村発掘・発掘地不詳・

遠江国榛原郡初倉村出土・上野国多野郡美土里村大字白

石発掘

武器 絵葉書

７ ９ ／ 18点 武器 図版

７ ９ 群馬県

上野国（銀象嵌文様） 松川之賀氏蔵

上野国多野郡八幡村山名隠居山古墳 人類学教室蔵

『人類学雑誌』27－５掲載

武器 写真

７ ９ ／ 人類学教室蔵 武器 写真

７ ９ 群馬県
上野国群馬郡岩鼻町仲塚山発見 人類学教室蔵 近藤

＊氏蔵 （124）N38
武器 写真
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７ ９ 千葉県

下総国我孫子町南飯塚

下総東葛飾郡風早村大井発見 ２点 染谷大太郎氏

柴田氏写真

武器 写真

７ ９ ／ 図版第19 武器 図版

７ ９ ／ 図版第20 武器 図版

７ ９ ／
『上代文様集』４輯 38 透彫幾何学的文 東京帝室博

物館蔵 古墳発掘 各種
武器 図版

７ ９ ／
『考古図集』第２ 頭椎大刀柄頭及 （象嵌） 東京帝室

博物館蔵
武器 図版

７ ９ 山口県

『考古図集』第10 91 長門国大津郡深川村古墳発掘遺

物（弘津史文氏報告） 鈴・鐙・頭椎大刀柄頭・圭頭大刀

柄頭・

武器 図版

７ 10 群馬県
『博物館年報』昭和８年度 図版八 群馬県多野郡藤岡

町付近発掘 圭頭大刀
武器 図版

７ 10 群馬県
３ 銀製把頭 群馬県高崎市八幡町観音塚古墳出土 高

崎市蔵
武器 絵葉書

７ 10 ／

１．三ノ宮下＊戸古墳（圭頭大刀柄頭）・２．三ノ宮中幼

川古墳（円頭大刀柄頭）・３．三ノ宮上原田古墳（頭椎大

刀柄頭） 皆島村永井氏蔵

武器 写真

７ 10 ／ 図版第一八 大刀の拵の各種 武器 図版

７ 11 ／
宮地山獄 刀剣 S41.８ 頭椎大刀柄頭・ ・刀身・カ

具ほか
武器 写真

７ 12 ／

第45図 １．象嵌 ・２． ・３． ・４．方頭大刀柄

頭・５．方頭大刀柄頭・６．頭椎大刀柄頭・７．象嵌頭

椎大刀柄頭・８．圭頭大刀柄頭・９．圭頭大刀柄頭・10．

鞘金具・11．三累環頭大刀柄頭・13．鹿角装剣・14．柄・

16．石製刀子（直弧文）・17．鉄製刀子・18．素環頭大刀

武器 写真・図版

７ 12 熊本県
熊本県玉名郡天水町大字立花経塚古墳舟形石棺出土大刀

珠文帯鏡伴出
武器 実測図

７ 12 島根県 島根県植田横穴・姉崎山王山古墳 出土遺物メモ 横穴・古墳 メモ

８ １ 長野県 座光寺中文の塚 ＊原＊＊蔵 円版状雲珠 ２枚 馬具 写真

８ １ 長野県 市田村上洞 轡 馬具 写真

８ １ 長野県
市田村武侍地一号 座光寺村三村三三氏蔵 斜格子文杏

葉
馬具 写真

８ １ 長野県 上郷村ドドメキ 轡 馬具 写真

８ １ 長野県 埴科郡更 笹塚 轡・具 馬具 写真

８ １ 長野県 喬木村築山倍塚古墳 小学校蔵 杏葉 馬具 写真

８ １ 長野県 喬木村第一小学校庭出土 杏葉 馬具 写真

８ １ 長野県 竜丘村開善寺（同寺蔵） 轡 馬具 写真

８ １ 長野県 森県山古墳 鉄鏃・素環鏡板付轡・刀子・鉄剣 馬具・武器 写真

８ １ 長野県 竜巨村 馬鐸・三環鈴 馬具 写真

８ １ 長野県 大廉村上蔵 松下嘉胤氏所蔵品 刀柄・雲珠 武器・馬具 写真

８ １ 長野県 大廉村上蔵 松下嘉胤氏所蔵品 辻金具・鐘形杏葉 馬具 写真

８ １ 長野県 市田村 鈴・金環・勾玉・具・ ・鐘形杏葉・ ・轡 馬具・武器 写真

８ １ 長野県 川路村 関島良年氏蔵 雲珠 馬具 写真

８ １ 長野県 上郷村別府古墳発掘遺物 素環鏡板付轡・ 座金具 馬具 写真

８ １ 長野県 市田村 鈴・雲珠・f字形鏡板・三鈴杏葉・轡 馬具 写真

８ １ 長野県 座光寺村 素環鏡板付轡 馬具 写真

８ １ 長野県

竜丘村開善寺

122．楕円形鏡板・ 座金具・134．素環鏡板付轡・169．

轡

馬具 写真

８ １ 長野県
128．竜巨村開善寺 同寺蔵 楕円形鏡板・楕円文楕円形

杏葉・13．剣菱形杏葉
馬具 写真

８ １ 長野県 竜丘村開善寺 馬具 （同寺蔵） 座金具 馬具 写真

８ ２ 長野県

長野県飯田市松尾妙善大塚 眉庇付 （正面） 下伊那郡

教育委員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平八郎

氏贈）

武具 写真

８ ２ 長野県

長野県飯田市松尾妙善大塚 眉庇付 （左側面） 下伊那

郡教育委員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平八

郎氏贈）

武具 写真
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８ ２ 長野県

長野県飯田市松尾妙善大塚 眉庇付 （部分） 下伊那郡

教育委員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平八郎

氏贈）

武具 写真

８ ２ 長野県
長野県飯田市松尾妙善大塚 直刀４点 下伊那郡教育委

員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平八郎氏贈）
武器 写真

８ ２ 長野県

長野県飯田市松尾妙善大塚 鉄剣５点・鉄矛１点 下伊

那郡教育委員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平

八郎氏贈）

武器 写真

８ ２ 長野県

長野県飯田市松尾妙善大塚 管玉４点・小玉６点 下伊

那郡教育委員会蔵 S.47.３.９ （S47.５.３ 木下平

八郎氏贈）

装身具 写真

８ ３ 宮崎県
短甲（三角板鋲留短甲）（45－１） 日向国西諸縣郡真幸

村発掘
武具 絵葉書

８ ３
千葉県・

埼玉県

小札（45－２） 下総国君津郡清川村（金銅製）・武蔵国

北埼玉郡荒木村（鉄製）
武具 絵葉書

８ ３ ／ ３．草摺・４～７．小札・８．頚甲 武具 図版切抜

８ ３ 広島県
『日本考古資料写真集』第68版 短甲（横矧板鋲留短甲）

備後国雙三郡吉舎村大字三宝発掘
武具 図版

８ ３ 群馬県
『博物館年報』昭和８年度 図版七 短甲（三角板革綴

短甲） 群馬県碓氷郡八幡村大字剣崎発掘
武具 図版

８ ３ 群馬県 群馬県藤岡町二子塚出土 横矧板鋲留短甲 柴田氏写真 武具 写真

８ ３ 群馬県
群馬県藤岡市二子塚（諏訪神社境内）発見 横矧板鋲留

短甲・衝角付 柴田氏写真
武具 写真

８ ３ 広島県
図版第42 備後国雙三郡吉金村発掘 短甲（三角板鋲留

短甲）
武具 図版

８ ３ 群馬県
図版第43 上野国碓氷峠八幡村大字若田発掘 短甲（横

矧板鋲留短甲）
武具 図版

８ ３ ／ 図版第47 肩甲復原模造 武具 図版

８ ３ 福井県 越前国吉田郡吉野村発掘 頸鎧及鉄製品 武具 絵葉書

８ ３ 新潟県

南魚沼郡六日町余川古墳出土 短甲（横矧板鋲留短甲）

南魚沼郡六日町若井豪比古氏所蔵 中野財団新潟郷土博

物館

武具 絵葉書

８ ３ ／ 中西氏 短甲（横矧板鋲留短甲） 武具 写真

８ ３ ／
上：真幸村 三角板鋲留短甲・下：西部原 三角板鋲留

短甲
武具 写真

８ ３ ／
『真美ケ丘団地予定地内所在地遺跡 昭和45年度 第２

次調査現地見学会資料』 白石太一郎氏担当 S45.12.22
遺跡 パンフレット

８ ３ 奈良県
奈良県北葛城郡香芝町真美ケ丘国地予定地内所在遺跡21

号墳 埋葬施設全景・挂甲・鉄剣
武具 写真

８ ３ 奈良県
奈良県北葛城郡香芝町真美ケ丘国地予定地内所在遺跡21

号墳 挂甲
武具 写真

８ ４

宮崎県・

千葉県・

福井県

『東京帝室博物館発行』絵葉書45－３ 兜

日向国西諸縣郡真幸村発掘 衝角付

『東京帝室博物館発行』絵葉書45－４ 兜

上総国君津郡清川村発掘 金銅製眉庇付

越前国吉田郡吉野村発掘 眉庇付

武具 絵葉書

８ ４
千葉県・

宮崎県

『日本考古資料写真集』第67版 兜

上総国君津郡清川村字祇園発掘 金銅製眉庇付

日向国西諸縣郡真幸村大字島ノ内発掘 衝角付

東京帝室博物館蔵

武具 絵葉書

８ ４ 山梨県
『博物館年報』 昭和８年度 図版六 肩庇付胄 伝山

梨県東八代郡豊富村出土
武具 絵葉書

８ ４ 栃木県 『下野考古資料』一五 兜 衝角付 足利公園下 武具 絵葉書

８ ４ 群馬県 群馬県藤岡町二子塚発掘 衝角付 柴田氏 武具 絵葉書

８ ４ 千葉県 千葉県木更津市祇園大塚出土 金銅製眉庇付 武具 絵葉書

８ ４ ／

鎧と兜

(1)・(2)眉庇付 ・(3)・⑷衝角付

三角板鋲留短甲

武具 絵葉書

８ ４ ／ 図版第39 衝角付 （人物埴輪） 埴輪 絵葉書

８ ４ 千葉県 図版第41 上総国君津郡清川村祇園発掘金銅眉庇付 武具 絵葉書

８ ４ 京都府
高橋博士『考古図集』 図版第15 山城国乙訓郡大丈村発

掘兜
武具 絵葉書
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８ ４ ／ 眉庇付 武具 絵葉書

８ ４ 宮崎県 衝角付 日向国西諸縣郡真幸村 武具 絵葉書

８ ５ 大阪府
『考古学教室標本絵葉書』127 河内国南河内郡道明寺村

沢田長持山古墳発見 鉄篠篭手
武具 絵葉書

８ ５ ／ 図版第７ 埴輪 武具・埴輪 絵葉書

８ ５ 群馬県
図版第８ 上野国新田郡強戸村成塚発掘埴輪人物像残缺

（ の表現あり）
武具・埴輪 図版

８ ５ ／ 図版第８ 鞆（左：人物埴輪腕部・右：鞆形埴輪） 武具・埴輪 図版

８ ６ 群馬県

群馬県藤岡町二子塚発見 柴田氏写真

上：轡・＊＊各・雲珠・小札３点・具・単鳳環頭大刀・

鉄鏃３点・下：壺鐙・衝角付

武具・武器・

馬具・
図版

８ ６ 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第六図版 鍬身・鎌身・刀

子及鉄鏃 上野国佐波郡殖蓮村上植木発掘
農具・武器 写真

８ ６ ／ ３．衝角付 ・４．眉庇付 ・５～９・12・13・15．鏃 武具・武器 図版

８ ６ ／
１．頭椎大刀・２．大刀・３．双龍環頭大刀・４．直刀・

５．蕨手刀・６．刀子・８．環頭柄頭・９．六窓鍔
武器 図版切抜

８ ６ ／
２．直刀・３．鉄剣・６・７．鉄矛・８．石突・13・14・

18～20．鏃・21．弓 ・22．鳴鏑
武器 図版切抜

８ ６ ／ ２．三角板革綴短甲・11．鳴鏑・14．弓 武器 図版切抜

８ ６ ／
直刀・蕨手刀・鏃３点・獅嚙環頭柄頭・双龍環頭柄頭・

横矧板鋲留短甲
武器・武具 図版切抜

８ ６ ／ 11・12 鏃 武器 図版切抜

８ ６ ／ 直刀・倒卵形八所透鉄鍔・鉄鏃・鉄製刀子・不明 武器・武具 解説

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾（表・裏） 武具 写真

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 S47.８ 武具 写真

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 鋲留部分観察結果の記入あり 武具 写真

８ ７ 大阪府 大阪府豊中市桜塚狐塚古墳発見 盾 S11.12 武具 写真

８ ７ 大阪府 大阪府豊中市桜塚狐塚古墳発見 盾 武具 写真

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 武具 図版

８ ７ 奈良県 第14図 鉄盾拓影 武具 拓本

８ ７ 奈良県 第14図 鉄盾拓影（４枚分割） 武具 写真

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 武具 図版切抜

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 武具 写真

８ ７ 奈良県 石上神宮蔵 鉄盾 武具 写真

８ ８
奈良県・

千葉県

『日本考古資料写真集』第64版 弓 ・鳴鏑（実大）

弓 大和国北葛城郡馬見村大字大塚発掘 諸陵寮蔵

鳴鏑 上総国君津郡飯野村大字二間塚字内裏塚発掘 東

京帝国大学人類学教室蔵

武器 図版

８ ９

長野県・

宮崎県・

栃木県・

大分県

『日本考古資料写真集』第65版 鉄鏃

一．信濃国埴科郡倉科村大字大峡発掘・二．日向国西臼

杵郡田原村大字田原発掘・三．日向国西臼杵郡田原村大

字田原発掘・四．下野国河内郡雀宮発掘・五．地名不詳・

六．信濃国埴科郡倉科村大字大峡発掘・七．豊後国西国

東郡津島町呉崎村草地村境界発掘 以上東京帝室博物館

蔵

武器 図版

８ ９
奈良県・

大阪府

『日本考古資料写真集』第66版 銅鏃

地名不詳２点・大和国北葛城郡河合村大字佐昧田発掘・

河内国南河内郡川西村大字廿山発掘・河内国中河内郡北

高安村大字楽音寺発掘 東京帝室博物館蔵

武器 図版

８ ９

岐阜県・

長野県・

群馬県・

兵庫県・

岡山県・

宮崎県・

島根県・

福島県・

島根県

『東京帝室博物館発行』絵葉書34－２ 鉄鏃

美濃国養老郡養老村・信濃国上高井郡保科村・信濃国諏

訪郡下諏訪町・上野国（伝）３点・摂津国武庫郡六甲村・

備中国都窪郡庄村３点・日向国東臼杵郡富高村２点・出

雲国仁多郡布勢村

『東京帝室博物館発行』絵葉書34－４ 鉄鏃

日向国東臼杵郡富高村９点・岩代国岩瀬郡六軒原２点・

石見国美濃郡匹見村

武器 絵葉書

８ ９

群馬県・

栃木県・

宮崎県・

滋賀県

『東京帝室博物館発行』絵葉書34－３ 鉄鏃

上野国４点・上野国群馬郡惣社町・下野国河内郡雀宮村・

日向国東臼杵郡富高村２点・発掘地不詳・近江国栗太郡

山田村大字南山田

武器 絵葉書
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８ ９ 千葉県
上：銅鏃 写真２点・下：８．銅鏃 上総国長生郡東村

能満寺
武器 絵葉書・写真

８ ９ 栃木県 鉄鏃 下野河内郡雀宮村 武器 図版切抜

８ ９ 熊本県
鉄鏃 熊本市清水町稲荷山古墳出土か？ 熊本博物館

S36.８ 丸州行 森氏撮影
武器 写真

８ 10 ／ 『慶応大学絵葉書』第２輯 ５．筒形銅器 ２点 銅製品 絵葉書

８ 11

熊本県・

群馬県・

大阪府

『日本考古資料写真集』第六三版 剣身・槍身・斧頭

鉄剣 肥後国玉名郡江田村大字江田発掘

鉄矛 上野国碓氷郡八幡村大字若田発掘

鉄斧 河内国北河内郡四條村大字中垣内発掘 ２点

東京帝室博物館蔵

武器・鉄製品 図版

８ 11

群馬県・

香川県・

熊本県・

岡山県・

兵庫県

『東京帝室博物館発行』絵葉書34－１ 鉄矛 槍身

上野国碓氷郡八幡村大字若田・讃岐国綾歌郡羽床村大字

小野２点・肥後国玉名郡江田村・備中国都窪郡庄村大字

日畑西組（模造）・摂津国武庫郡六甲村大字高羽（模造）

武器 絵葉書

８ 11 栃木県
一四．槍身・大刀柄残欠

鉄矛 下都賀郡姿村大字下小山
武器 絵葉書

８ 11 ／ 図版第10 鉾身 ６点（内２点切抜済） 武器 図版

８ 11 ／ 図版第11 クリス形鉄戈と槍の柄 武器 図版

８ 11 ／ 図版第12 石突 ２点（内１点切抜済） 武器 図版

８ 12 長野県
下高井 田麦１号墳 上：鉄剣・直刀３点・鉄矛ほか11

点・下：轡・鉄鎌・鉄鏃13点

武器・馬具・

鉄製品
写真

８ 12 長野県
泉田村半過 影通古墳発見（円墳・横穴式石室） 鉄剣・

鉄鏃６点・鉄鎌２点・雲珠・石製紡錘車

武器・馬具・

鉄製品
写真

８ 12 長野県 下水内郡秋波村 宝伝寺古墳出土 鉄剣ほか４点 武器 写真

８ 12 長野県 下高井郡七丘村 西山古墳 直刀 武器 写真

８ 12 長野県 16．上郷村別府古墳発掘遺物 直刀・鉄鏃ほか20点 武器 写真

８ 12 長野県 17．市田村武陵地第一号（「18ヌケル」の注記あり） 武器 写真

８ 12 長野県 35．座光寺村 小学校蔵 ５点 武器 写真

８ 12 長野県 38．座光寺村 三村三三氏蔵 短甲 武具 写真

８ 12 長野県 56．座光寺村 三村三三氏蔵 三角板鋲留短甲 武具 写真

８ 12 長野県 139．竜丘村開善寺 横矧板鋲留短甲 武具 写真

８ 12 長野県 172．竜丘村開善寺 横矧板鋲留短甲 武具 写真

８ 12 長野県 173．竜丘村 剣頭 環頭柄頭 武器 写真

８ 12 長野県
217．ミアサ村天神山古墳 直刀・鍔・金環５点・勾玉３

点
武器・装身具 写真

８ 12 長野県 埴科郡豊栄村観音塚 石室 鉄鏃８点・杏葉・雲珠 武器・馬具 写真

８ 12 長野県 1/2 下スワ下ノ原天白古墳 象嵌入 ３点 武器 写真

８ 12 長野県 1/3 五郎兵エ 新間村 象嵌入 武器 写真

８ 12 長野県 1/3 森 縣山古墳 鉄鏃ほか12点 武器 写真

８ 12 長野県 1/5 フカワキ 不明鉄製品 鉄製品 写真

８ 12 長野県 1/5 直刀・刀装具 武器 写真

８ 12 長野県 1/7 直刀・不明鉄製品 武器 写真

８ 12 長野県 鉄鏃 ７点 武器 写真

８ 13 奈良県 輪鐙（金冠塚発掘）・玉虫御厨子（推古天皇御物） 馬具・その他 絵葉書

８ 13 福岡県
金属器 福岡高等学校玉泉館蔵

雲珠・杏葉・鍔・鉄斧・鋤頭
馬具・鉄製品 絵葉書

８ 13 ／
高橋博士『考古図集』 図版第14 馬具

飾金具・円形飾金具・磯金具
馬具 図版切抜

８ 13 ／ 上古時代の 馬 その他 絵葉書

８ 13
静岡県・

長野県

玉類三点 人類学教室蔵

駿河・志田（太）・豊田村？字崎

信濃国下伊那郡飯田市

二条家旧蔵 尾張国某古墳

装身具 写真

８ 13 群馬県 保渡田 辻金具・f字形鏡板拓本 馬具 拓本

８ 13 大分県

１． 具・２．杏葉・３．鏡板？・４．鏡板・５．鈴釧

（西臼杵郡高千穂村三田井春平原）・６．不明（東臼杵郡

南方村大貫字川辺）・７．６ト同所の横穴

馬具 絵葉書
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８ 13 群馬県

『考古図集』第一 上毛古代文化号 馬具其他金具

１．金銅製毛彫花弁形杏葉・２．金銅製毛彫花弁形杏葉

拓本・３．金銅製毛彫花弁形杏葉・４．金銅製飾金具・

５．金銅製毛彫花弁形杏葉・６．金銅製飾金具・７．帯

金具・８． 座金具

馬具 図版

８ 13 山口県
『考古図集』第７ 棘葉形杏葉・鏡板・辻金具馬具 周

防国佐波郡右田村字片山小字山下発掘 渡邊伸一氏蔵
馬具 図版

８ 13 群馬県

『考古図集』第１ 上毛古代文化号馬具⑵及鏡 群馬郡

上郊村大字保渡田薬師塚発掘 大字保渡田四光寺所蔵

９．鈴杏葉・10．鈴杏葉・11．鏡・12．馬鐸・13．馬鐸・

14．馬鐸

馬具 図版

８ 13 群馬県

上野国群馬郡清里村大字青梨子字道上発掘遺物 高橋嘉

喜太郎氏蔵 遺跡遺物研究会・花弁形杏葉・金銅製飾金

具

馬具 図版

８ 14 栃木県 鈴杏葉 河内郡雀宮牛塚 馬具 図版

８ 14 宮崎県
左：葉文心葉形杏葉・右：十字文心葉形鏡板 宮崎徴古

館
馬具 写真

８ 14 愛知県 熱田神宮蔵 棘葉形杏葉 馬具 写真・拓本

８ 14 三重県
『上代文様集』第１輯 金銅透彫動物及植物文様（杏葉

及鏡板） 伊勢徴古館蔵
馬具 図版

８ 14
埼玉県・

群馬県

武蔵・北埼玉郡埼玉村将軍山発見 棘葉形杏葉 人類学

教室蔵

伝上野国 花弁形杏葉

伝上野国碓氷郡八幡村大字下大島 花弁形杏葉

馬具 写真・図版

８ 14
岐阜県・

静岡県

杏葉 美濃稲葉郡前宮村発掘・遠江国榛原郡初倉村大字

牧ノ原
馬具 図版

８ 14 ／
『考古図集』第28集 上代工芸美術號 杏葉 東京帝室

博物館蔵
馬具 図版

８ 14
岡山県・

福岡県

『岡山県考古図集』

上右：鐘形鏡板 備中都窪郡庄村大字日畑西組・上中：

三葉文心葉形杏葉 備中吉備郡久城村字才ノ鼻・上左：

剣菱形杏葉 備前邑久郡邑久村大字山田庄・下右：剣菱

形杏葉 筑前国嘉穂郡飯塚町大字西町・下左：鐘形杏葉

発掘地不詳

馬具 図版

８ 14 ／ 『考古図集』 杏葉金具 東京帝室博物館蔵 馬具 図版

８ 14 栃木県
『日本考古資料写真集』第71版 下野国河内郡雀宮発掘

鈴杏葉
馬具 図版

８ 14 ／ 『考古図集』 杏葉 東京帝室博物館蔵 馬具 図版

８ 14 神奈川県
『博物館年報』昭和９年度 図版一二 鉄地金銅製唐草

文心葉形杏葉 横浜市磯子区磯子町浜出土
馬具 図版

８ 14

栃木県・

奈良県・

岡山県・

静岡県・

群馬県

『下野考古図集』二三 車文楕円形杏葉 河内郡明治村

大字大山

杏葉 上段右：大和国高市郡白橿村・上段中：伝大和

国・上段左：備中国吉備郡久城村・下段右：駿河国安倍

郡豊田村・下段左：上野国新田郡実泉村

馬具 絵葉書

８ 14 群馬県

上：金銅製杏葉 伝上野国発見 菱田男爵家・『考古学

会三十五回記念絵葉書』・右：棘葉形杏葉・左：鳳凰文心

葉形杏葉

馬具 絵葉書

８ 14 群馬県

『博物館年報』昭和４年度 第一図版 杏葉 上野国佐

波郡殖蓮村大字上植木字恵下発掘 １．剣菱形杏葉・２．

剣菱形杏葉・３．杏葉

馬具 図版

８ 14
群馬県・

栃木県

鈴杏葉 西川勝三郎家蔵 第四版

上野国利根郡発掘 五鈴杏葉

下野国足利市助戸発掘 五鈴杏葉

馬具 図版

８ 14 ／
杏葉其一 (1)花弁形杏葉・(2)方形鏡板・(3)花弁形杏

葉・(4)鈴杏葉
馬具 図版

８ 14 ／ 杏葉其二 (1)杏葉・(2)杏葉・(3)杏葉・(4)杏葉 馬具 図版

８ 14 群馬県 上州太田付近 馬具 拓本

８ 14 福岡県
鋳出唐草文 東京帝室博物館蔵 筑後国八女郡吉田村及

不詳地発掘杏葉 上代文様集十一輯
馬具 図版
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８ 14 大阪府

『上代文様集』10輯 透彫唐草文

根岸氏蔵 方形鏡板

河内誉田八幡神社蔵 伝應神陵発見杏葉

馬具 図版

８ 14 群馬県

『上代文様集』10輯 透彫唐草文

右：伝上野国発掘 東京帝室博物館蔵 杏葉

左：発掘地未詳 伊勢徴古館蔵 杏葉拓本

馬具 図版

８ 14 ／

『上代文様集』12輯 透彫唐草文

１．杏葉・２．杏葉・３．杏葉・４．杏葉・５．花弁形

杏葉・６．唐草文心葉形杏葉・７．棘葉形杏葉

馬具 図版

８ 14 ／

『上代文様集』９輯 透彫唐草文

守屋孝氏蔵 轡鏡板

東京帝室博物館蔵 杏葉

馬具 図版

８ 15 群馬県
『日本考古資料写真集』第69版 轡 上野国群馬郡岩鼻

村大字綿貫発掘 東京帝室博物館蔵
馬具 絵葉書

８ 15

栃木県・

長野県・

熊本県

『下野考古資料』二〇 轡

足利郡御厨町大字上渋垂字文選

『東京帝室博物館発行』絵葉書47－１ 轡

信濃国北佐久郡五郎兵衛新田発掘・信濃国上高井郡保科

村発掘・肥後国玉名郡江田村発掘

馬具 絵葉書

８ 15

栃木県・

群馬県・

静岡県

『東京帝室博物館発行』絵葉書47－２ 轡

下野国河内郡明治村発掘轡 上野国碓氷郡八幡村発掘

『東京帝室博物館発行』絵葉書47－３ 轡（鏡板金銅製）

遠江国榛原郡初倉村出土

馬具 絵葉書

８ 15
三重県・

群馬県

『東京帝室博物館発行』絵葉書47－５ 轡

伊勢国宇治山田市大字二俣発掘轡・上野国多野郡平井村

発掘出土轡

鉄製棒状製品写真

馬具 絵葉書・写真

８ 15 ／
『考古図集』第28集 上代工芸美術号 278頁 轡（東京

帝室博物館蔵）
馬具 図版

８ 15 ／ 轡 128頁 (1)鉄地金銅張・(2)？・(3)鏡板・(4)轡 馬具 図版

８ 15 愛知県
熱田神宮蔵 鉄地金銅張心葉形鏡板付轡・鉄地金銅張辻

金具
馬具 写真

８ 15 愛知県 熱田神宮蔵 鉄地金銅張雲珠・辻金具２点 馬具 写真

８ 15 愛知県 熱田神社蔵 鉄地金銅張心葉形鏡板付轡 馬具 拓本

８ 15 熊本県
『上代文様集』第６輯 53頁 鋳出動物文 東京帝室博

物館蔵 肥後国玉名郡江田村大字江田清原古墳発掘轡
馬具 図版

８ 15 山口県
『東京帝室博物館発行』絵葉書47－４ 轡

長門国豊浦郡川中村発掘 鈴付 f字形鏡板付轡
馬具 絵葉書切抜

８ 16 山口県
『博物館年報』大正15年度 第二〇図版 鈴 長門国大

津郡深川村大字深川字穀塚発掘 銅製
馬具 図版

８ 16
栃木県・

京都府

『日本考古資料写真集』第七三版 鈴

下野国河内郡豊郷村大字瓦谷発掘（東京帝室博物館蔵）

轡 丹波国天田郡六人部村大字宮発掘（東京帝室博物館

蔵）

馬具 図版

８ 16

栃木県・

群馬県・

愛知県・

熊本県

『東京帝室博物館発行』絵葉書27－５ 銀杏葉

下野国河内郡雀宮村大字雀宮・下野国河内郡豊郷村大字

瓦谷・上野国北甘楽郡新屋村大字白倉

『東京帝室博物館発行』絵葉書48－５ 環鈴

尾張国東春日井郡川勝町発掘・肥後国玉名郡江田村発掘

馬具 絵葉書

８ 16 茨城県
『博物館年報』昭和９年度 図版五 馬鐸 茨城県真壁

郡関本町大字上野発掘（歴史２区・21859）
馬具 図版

８ 16 徳島県
『博物館年報』昭和９年度 第三図版 馬鐸 阿波国板

野郡板東町大字荻原発掘馬鐸 金銅製
馬具 図版

８ 16

韓半島・

埼玉県・

千葉県・

群馬県・

奈良県

『東京帝室博物館発行』絵葉書48－２ 馬鐸 注記以外

ハ銅製

朝鮮慶尚南道金海発掘・伝武蔵国大里郡榛沢村発掘馬

鐸・下総国香取郡橘村発掘２点・下総国香取郡瑞穂村発

掘・上野国群馬郡滝川村発掘（金銅製）・大和国磯城郡朝

倉村発掘

馬具 絵葉書

８ 16 栃木県

『下野考古資料』二四 銀杏葉 河内郡横川村大字下栗

字本郷山

『下野考古資料』 鈴 足利町大字助戸字四畑

馬具 絵葉書
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８ 16 千葉県
『考古図集』第７集 家宝号 64頁 鈴 西川勝三郎氏

蔵 上総国木更津付近稲荷森発掘
馬具 図版

８ 16

栃木県・

島根県・

京都府・

埼玉県・

韓半島・

山口県・

千葉県・

宮崎県

『下野考古資料』二一 鈴

足利町大字助戸字四畑・河内郡豊郷村大字瓦谷字宮下

『東京帝室博物館発行』絵葉書48－１ 鈴

出雲国簸川郡鹽谷村発掘・丹波国天田郡中六人部村発

掘・武蔵国秩父郡大宮町発掘・朝鮮慶尚南道金海発掘・

長門国大津郡深川村発掘・上総国君津村木更津付近発

掘・日向国宮崎郡瓜生野村発掘

馬具 絵葉書

８ 16 ／
杏葉 伊勢徴古館

鳳凰文透彫文様板・鉄地金銅張心葉形杏葉
馬具 図版

８ 16 ／ 馬鈴と馬鐸 131頁 (1)～(7)鈴・(8)～(11)馬鐸 馬具 図版

８ 16 群馬県

上野国保渡田薬師塚古墳出土品（国宝） S18.８.27撮影

西光寺蔵

鏡・玉・鏡板・杏葉・辻金具・馬鐸

鏡・装身具・

馬具
写真

８ 16 群馬県

『考古図集』第１ 上毛古代文化号 馬具 (1)群馬郡上

郊村大字保渡田薬師塚発見 １・２．鈴付ｆ字形鏡板・

３．飾板・４．辻金具・５．辻金具・６．鈴付剣菱形杏

葉・７・８．鈴付杏葉

馬具 図版

８ 16 ／ 『上代文様集』第１輯 鋳出原始文 (1) 銅鈴 馬具 図版

８ 16 静岡県

『上代文様集』第６輯 鋳出原始文 (1) 東京帝国大

学理学部人類学教室蔵 駿河国安倍郡大里村大字高松三

ヶ久能街道付近発掘馬鐸

馬具 図版

８ 17 ／
『考古図集』第28集 上代工芸美術号 274頁 杏葉 心

葉形杏葉
馬具 図版

８ 17 ／ 心葉形杏葉 馬具 写真

８ 17 ／ 鏡板？ 馬具 写真

８ 17 ／ 雲珠 馬具 写真

８ 17 ／ 金銅製鞍金具 馬具 写真

８ 17 宮崎県
『上代文様集』 第九輯 透彫唐草文（守屋孝蔵氏蔵）

日向国児湯郡百塚原発見杏葉及雲珠
馬具 図版

８ 17 宮崎県

日向西都原古墳出土 守屋孝蔵氏蔵 馬具類一揃之内

六－①

金銅製鞍金具

馬具 写真

８ 17 宮崎県
馬具類一揃之内 六－② 金銅製雲珠・金銅製辻金具

２点・金銅製飾金具16点
馬具 写真

８ 17 宮崎県 馬具類一揃之内 金銅製辻金具９点・具 馬具 写真

８ 17 宮崎県 馬具類一揃之内 金銅製杏葉４点・金銅製辻金具４点 馬具 写真

８ 17 宮崎県 馬具類一揃之内 金銅製心葉形杏葉５点 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 金銅製心葉形杏葉 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 金銅製鏡板 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 金銅製雲珠 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 金銅製辻金具２点 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 金銅製辻金具４点 馬具 写真

８ 17 宮崎県
西都原発見馬具一括 金銅製杏葉・金銅製辻金具・金銅

製飾金具
馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 鞍金具 馬具 写真

８ 17 宮崎県 西都原発見馬具一括 五獣鏡 鏡 写真

８ 18
福岡県・

栃木県

(1)鞍（前輪後輪）（木部補修） 筑前国糟屋郡勢門村大字

若杉発掘

(2)鞍金具 銀象嵌装飾 下野国足利市字足利発掘

馬具 絵葉書

８ 18 栃木県
『博物館年報』昭和８年度 図版一〇 鞍橋残缺 栃木

県河内郡田原村大字大塚新田発掘
馬具 図版

８ 18 栃木県
『考古図集』第１集 下野国足利発掘銀象嵌文様鞍金具

(1)（東京帝室博物館蔵）
馬具 図版

８ 18 栃木県
『考古図集』第１集 下野国足利発掘銀象嵌文様鞍金具

(2)（東京帝室博物館蔵）
馬具 図版

８ 18 ／ 鞍橋 127頁 馬具 図版

８ 18 栃木県 『下野考古資料』一六 鞍金具 足利公園下 馬具 絵葉書

８ 18 福岡県
『二五周年記念図集』 筑前国粕屋郡勢門村大字若杉発

掘 鞍金具（木型修理） 東京帝室博物館蔵
馬具 図版
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８ 18 福岡県
上：鞍金具・下：鞍金具・円椎柄頭・有蓋銅鋺・心葉形

鏡板付轡 宮地嶽古墳

馬具・武器・

銅製品
写真

８ 18 京都府
『上代文様集』 第３輯 25頁 透彫動物文(1) 山城国

相楽郡加茂村字小谷発掘前輪
馬具 図版

８ 18 京都府
『上代文様集』第３輯 透彫動物文⑵ 山城国相楽郡加

茂村字小谷発掘後輪 26頁
馬具 図版

８ 18 栃木県
『上代文様集』第５輯 49頁 象嵌原始文 東京帝室博

物館蔵 下野国足利市大字助戸発掘鞍
馬具 図版

８ 18 大阪府
『上代文様集』第12輯 11７頁 透彫唐草文 河内誉田

八幡宮蔵 伝応神陵発見鞍金具拓本
馬具 図版

８ 19
群馬県・

鳥取県

上：上野国群馬郡久留間村出土資料写真か・下：『東京

帝室博物館発行』絵葉書48－３ 鈴 上野国群馬郡久留

間村発掘・因幡国八頭郡大御門村発掘

馬具 写真・絵葉書

８ 19 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第二図版 馬具辻金物 上

野国佐波郡殖蓮村上植木
馬具 図版

８ 19 栃木県

『下野考古資料』一七 辻金物・環座

辻金物（河内郡明治村大字大山）・環座（下都賀郡姿村大

字下古山）

馬具 絵葉書

８ 19 宮崎県
『考古図集』第28集 上代工芸美術号 275頁 雲珠 日

向発見（国宝）
馬具 図版

８ 19

栃木県・

兵庫県・

福岡県・

群馬県・

島根県・

埼玉県・

岡山県

『下野考古資料』二二 雲珠

下都賀郡姿村大字下古山２点

『東京帝室博物館発行』絵葉書48－４ 雲珠及ビ辻金物

摂津国東成郡住吉村（金銅）・筑後国浮羽郡福富村（金

銅）・上野国新田郡宝泉村（金銅）・上野国多野郡藤岡町

（金銅）・出雲国能義郡大塚村（銀被）・武蔵国北埼玉郡

埼玉村（金銅）・備中国都窪郡庄村（鉄）・上野国群馬郡

滝川村（金銅）

馬具 絵葉書

８ 20 熊本県
『日本考古資料写真集』第七二版 鐙（輪鐙） 肥後国玉

名郡江田村大字江田発掘（東京帝室博物館蔵）
馬具 図版

８ 20 栃木県
『下野考古資料』一八 輪鐙・鐙頭鎖 足利公園下

『下野考古資料』一九 鐙頭鎖 河内郡明治村大字大山
馬具 絵葉書

８ 20 山口県
『博物館年報』大正15年度 第二一図版壺鐙 長門国大

津郡深川村大字深川字穀塚発掘
馬具 図版

８ 20
山口県・

熊本県

『東京帝室博物館発行』絵葉書５ 壺鐙

長門国大津郡深川村大字深川発掘（銅製）・甲斐国東山梨

郡岡部村字松本発掘（鉄製）

『東京帝室博物館発行』絵葉書４ 輪鐙（鉄製）

肥後国玉名郡江田村大字江田船山発掘・上野国西群馬郡

倉ケ野発掘

馬具 絵葉書

８ 20 ／ 壺鐙 唐草透彫・金象嵌入 徴古館陳列 馬具 絵葉書

８ 20 群馬県

『博物館年報』昭和10年度 図版八壺鐙（歴史第２区第

22760号） 山口伊十郎氏寄贈 群馬県勢多郡富士見村大

字米野古墳出土

馬具 図版

８ 20 ／ 上：壺鐙１対（正面）・下：壺鐙１対（側面） 馬具 写真

８ 20 ／ 壺鐙（内面） 馬具 写真

８ 21 ／

尾根山付近（登尾山古墳出土か） 比々多神社にて

1964.11.２測

鉄地金銅張心葉形杏葉ほか実測図

馬具 実測図

８ 21 ／ 鉄地金銅張心葉形鏡板付轡ほか実測図 馬具 実測図

８ 21 ／ 鉄地金銅張雲珠・辻金具実測図 馬具 実測図

８ 21 ／ 勢原町比々多 登尾山古墳 有蓋銅鋺実測図 銅製品 実測図

８ 22 ／ 心葉形杏葉 馬具 図版切抜

８ 22 ／ 筒形銅器 岩美郡国府町美嘆西浦山 銅製品 写真

８ 22 埼玉県 鐘形杏葉・辻金具・玉類・埴輪片ほか・埼玉県三原神社
馬具・装身具

・埴輪
写真

８ 22 新潟県 馬鐸 新潟県南魚沼郡浦佐村余川七号墳 若井豪 馬具 写真

８ 22 福岡県 宮地嶽神社古墳遺物 壺鐙１対８枚 41.８ 馬具 写真

８ 22 福岡県 宮地嶽神社古墳遺物 心葉形杏葉 41.８ 馬具 写真

８ 22 福岡県
宮地嶽神社古墳遺物 具・ ・銅鎖・帯飾金具ほか２

枚 41.８
馬具 写真

８ 22 福岡県 宮地嶽神社古墳遺物 ガラス板・金環ほか 41.８ その他・装身具 写真
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８ 22 ／ 轡鏡板（心葉形鏡板） 金銅製唐草透 馬具 絵葉書切抜

８ 22 ／ 清寧陵 平面築造企画の検討 古墳 模式図

８ 22 千葉県
『東京国立博物館監修』絵葉書 金銅眉庇付 千葉県

木更津市出土 三木文雄氏より S47.８.12
武具 絵葉書

８ 22 静岡県

『東京国立博物館監修』絵葉書 金銅忍唐文透彫轡鏡板

東京国立博物館監修絵葉書・静岡県島田市出土 亀井正

道氏より S47.11.８

馬具 絵葉書

９ １ 京都府

『日本考古資料写真集』

山城国綴喜郡八幡町字大芝発掘 車輪石

山城国綴喜郡八幡町字大芝発掘 鍬形石

石製品 図版

９ １

三重県・

群馬県・

埼玉県・

静岡県

石釧 伊勢国一志郡豊地村大字下之庄発掘

石釧 上野国山田郡矢場川村大字矢場発掘

石釧 武蔵下沼部宝葦山発見

石釧２点 遠江中泉 池田氏蔵

石製品 絵葉書・写真

９ １

岐阜県・

奈良県・

埼玉県

１．美濃国可児郡＊見村大字伊香字陵山 石剣

２．大和国北葛城郡馬穴村大字大塚字新山 銅鏃形石製

品

３．埼玉 筒形銅器？ 熊野神社

石製品・

銅製品

図版切抜・

写真

９ １ ／ 『考古図集』13 玉璧 侯爵前田利爲氏蔵 石製品 図版

９ １ ／
『考古図集』第23集 第二古代支那文化号 玉器８点

林若吉氏蔵
石製品 図版

９ １ ／ 『考古図集』第23集 第二古代支那文化号 璧及＊７点 石製品 図版

９ １ 岐阜県

『博物館年報』昭和５年度 第一五図版 岐阜県不破郡

青墓村大字矢道発掘 １．碧玉製鍬形石・２．鍬形石・

３．石製合子

石製品 図版

９ １ 奈良県
『考古資料絵葉書』一 大和国生駒郡都跡村佐紀発掘琴

柱形石製品２点
石製品 絵葉書

９ １ 愛知県
上段右：石製合子・上段左：碧玉製合子 尾張国知多郡

名和村発掘・下段右：石製坩・下段左：石製坩
石製品 図版切抜

９ １
山梨県・

岐阜県

『博物館年報』昭和５年度 第三図版 石製杵

１．碧玉製杵 山梨県東八代郡下曾根村字山本発掘

２．石製杵 山梨県東八代郡下曾根村字山本発掘

３・４．石製杵 岐阜県不破郡青墓村大字矢道発掘

石製品 図版

９ １
兵庫県・

京都府

『日本考古資料写真集』第七九版 石釧 東京帝室博物

館蔵

右：摂津国武庫郡本山村大字岡本発掘・左：山城国綴喜

郡八幡町字大芝発掘

石製品 図版

９ １ 岐阜県

石釧上２点 一志郡豊地村下之庄向山・石釧下１点 一

志郡豊地村筒野・軸形石製品 一志郡豊地村下之庄向山

国立博物館蔵 川上市立博物館蔵

石製品 写真

９ １ 三重県
三重県志氏神社出土遺物 管玉・勾玉・鏡片・車輪石・

丸玉 S28.８.27

装身具・石製

品・鏡
写真

９ １ 三重県 三重県一志郡豊地村下之庄向山 車輪石 石製品 写真

９ １ 奈良県
奈良市法華寺付近古墳出土 国立博物館蔵

右：滑石製石釧・左：碧玉製車輪石
石製品 写真

９ １ 奈良県
奈良県奈良市法華寺付近古墳出土 碧玉製鍬形石 国立

博物館蔵
石製品 写真

９ １ 大阪府
考古学教室標本絵葉書 摂津国三島郡豊川村宿久庄古墳

発見 直弧文貝輪
貝製品 絵葉書

９ １ 山口県
山口県厚狭郡厚狭町西下津長光寺山古墳出土品 鍬形

石・巴形石製品・石製品 長府博物館 S27.８.29
石製品 写真

９ １ ／ 石製品（其一） ⑴石製合子・⑵石製合子・⑶坩 石製品 図版

９ １ 群馬県

『考古図集』第１ 上毛古代文化号

１．有文滑石製石釧（表） 山田郡矢場川村大字本矢場

２．有文滑石製石釧（裏） 山田郡矢場川村大字本矢場

３．石釧 群馬郡佐野村下佐野長者屋敷古墳出土

４．石釧

５．滑石製石釧 群馬郡京ヶ島村元島名将軍塚発見

石製品 図版

９ ２ 岐阜県 美濃国日野発見木鍬 ２枚 木製品 写真

９ ２ 岐阜県 美濃国発見木鍬拓本 木製品 拓本

９ ３ 千葉県 千葉県東葛飾郡八木村発見 知見孝治氏蔵 木製品 写真
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９ ３ 島根県
不明鉄器 島根県出雲市上塩冶築山古墳出土 県立博物

館蔵 S39.３
鉄製品 写真

９ ３

長野県・

大分県・

岐阜県・

京都府・

香川県・

福岡県

斧頭

信濃国更級郡共和村発掘・豊前国宇佐郡安心院村発掘・

美濃国真庭郡八束村発掘・山城国葛野郡松尾村発掘・讃

岐国綾歌郡岡田村発掘・筑後国嘉穂郡飯塚町発掘

鉄製品 絵葉書

９ ３ 千葉県 上総菅生 箕出土状況 木製品 写真

９ ３ 福岡県 鎌身 筑前国嘉穂郡飯塚町発掘 鉄製品 図版切抜

９ ３ ／ 鍬先・不明土製品
鉄製品・

土製品
写真

９ ３ 福岡県
『博物館年報』 大正15年度 第一図版 馬鍬身 筑後

国浮羽郡福富村大字富永発掘
鉄製品 図版

９ ３ 山梨県
『博物館年報』昭和５年度 第四図版 （木製柄の痕

跡あり） 山梨県東八代郡右左口村大字上向山発掘
鉄製品 図版

９ ３ ／
10．斧・12．ヤリガンナ・13．鋸・14．鉄槌・ 刀・鉄

鉄製品
図版切抜・実

測図

９ ３ 長野県 鎌 平出出土品４点 鉄製品 写真

９ ３ 長野県 鋤先 平出出土 鉄製品 写真

９ ３ 静岡県 焼津市山田出土 鉄製品 写真

９ ３ 福島県

鍬先・いしつき

磐城国石川郡蓬田村大字乙空釜（荻の目）第二十班出土

阿武隈考古館蔵 S29.２.28撮影

鉄製品 写真

９ ３ ／ 鋤 木製品 写真

９ ３ ／ ヤリガンナ形木製品 木製品 写真

９ ３
島根県・

群馬県

１．児＊郡米良村字尾八重・２．東臼杵郡南方村大貫字

川辺・６．高崎市下北方 袋状鉄斧・８．高崎市下北方・

９．鋤先

鉄製品 絵葉書

９ ３ 千葉県
第三図 菅生発見木器

(1)竪杵・(2)槌・(3)槌・(4)土掘子・⑸鍬・⑹田下駄
木製品 実測図

９ ３ ／ ヤリガンナ 鉄製品 実測図

９ ４ ／ 石製腰掛（？） 列品番号6965 石製品 図版切抜

９ ４ 群馬県
『博物館年報』昭和９年度 図版一〇 石製 （歴史２

区・22052） 群馬県多野郡平井村大字白石稲荷山出土
石製品 図版

９ ４ 茨城県

石枕 鹿島神宮蔵宝物 S10.10.16 神奈川県戸塚町柳

沢忠助氏寄進

石枕 常陸国稲敷郡古渡村飯出発見（大野二郎氏）

石製品 写真

９ ４ 京都府

『博物館年報』昭和10年度 図版二 石製臼及杵（歴史

第２区第2256１号及第2256２号 京都府乙訓郡大字長法

寺古墳出土 藪内次三郎氏寄贈

石製品 図版

９ ４ 栃木県 石製盾 河内郡横川村大字江曾島・石製短甲 石製品 絵葉書切抜

９ ４
群馬県・

奈良県

石製鑿 上野国・上野国佐野・大和佐昧田

石製鉋 上野国
石製品 図版切抜

９ ４ 奈良県
『日本考古資料写真集』第八四版 石製鑿・斧・刀子 大

和国北葛城郡河合村大字佐昧田発掘（東京帝室博物館蔵）
石製品 図版

９ ４ 福島県
『考古資料絵葉書』第１ 石製模造櫛 岩代国玉之井皇

塚発掘 岩代国 玉之井天王塚より出土 滑石製
石製品 絵葉書切抜

９ ４ 京都府
『日本考古資料写真集』第86版 石製下駄 山城国乙訓

郡大原野村大字石見上里発掘（東京帝室博物館蔵）
石製品 図版

９ ４ 岐阜県
『日本考古資料写真集』第83版 石杵及臼石 美濃国稲

葉群上加納村字篠ケ谷発掘（東京帝室博物館）
石製品 図版

９ ４ 京都府
石製 山城国乙訓郡大原野村大字石見上里小字林平発

掘
石製品 図版切抜

９ ４

奈良県・

群馬県・

栃木県

石製剱

(1)大和国北葛城郡河合村佐昧田宝塚古墳・(2)上野国・

(3)上（下）野国河内村（郡）横川村北（江）曾島・(4)

同国同郡同村西原

石製品 図版切抜
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９ ４

千葉県・

奈良県・

群馬県

『考古図集』図版第一八 石製模造品

高橋博士『考古図聚』

１．双孔円板 香取神社境内・２．双孔円板 大和南葛

掖上村原石・３・４．綜麻石（紡錘車） 大和掖上・５・

６．刀子 上野恵社付近・７．刀子 大和掖上・８．刀

子 上野群馬郡片岡村乗付・９．剣形品 不詳

石製模造品 図版

９ ４ 茨城県 石製品 常陸鏡塚出土 S41.２撮影 石製品 写真

９ ４ 茨城県
石製梭・石製筬・石製縢 上野国勢多郡南橘村大字上細

井字南新田発掘
石製品 図版切抜

９ ４ 奈良県

石製品 大和營塚古墳出土 國大資料室

上：平林悦治 「奈良県若草山発見石製模造船」『考古学

雑誌』S14.３

中：（２－14）石製船（奈良県若草山頂營塚）

下：若草山頂発見之船（國大蔵）

石製品 写真

９ ４ 茨城県 常陸鏡塚出土 石製刀子５点 S41.２撮影 石製模造品 写真

９ ４ 茨城県
茨城県鏡塚 （２－13）石製模造鏨・同鋤・同鉋（茨城

県東茨城郡磯浜町鏡塚）
石製模造品 写真

９ ４ 栃木県
『日本考古資料写真集』第85版 石製盾 下野国河内郡

横川村北江曾島発掘（和田千吉氏蔵）
石製品 図版

９ ４ 長野県

下伊那郡内発見

石製紡錘車２点 座光寺村新井原古墳（三村三三氏蔵）

石製紡錘車 上郷村ドドメキ古墳出土

石製品 写真

９ ４

群馬県・

東京都・

京都府

⑴石製坩 上野国勢多郡南橘村上細井南新田

⑵石製皿 上野国勢多郡南橘村上細井南新田

⑶石製杯 武蔵国上野毛大塚

⑷石製臼 山城国石見

石製品 図版切抜

９ ４ 東京都 槽 武蔵国荏原郡玉川村上野毛大塚発掘 石製品 図版切抜

９ ４ 三重県

石製紡錘車 三重県名賀郡錦生村黒田勝手神社古墳出土

伴出品に須恵器・漢式鏡（倣）等アリ S16.２.23探訪

『楽石雑筆』19巻 ノート34参照

石製品 拓本

９ ４ 三重県
石製刀子 三重県名賀郡錦生村井手桶子神社境内出土

『楽石雑筆』19巻 ノート34参照
石製品 拓本

９ ４ 東京都
足立区伊興町聖堂出土滑石製紡錘車（西垣隆雄氏蔵）

S38.３拓 「和尓田」の線刻あり
石製品 拓本・模式図

９ ４ ／ 剣形石製品・石製鏡・土製勾玉ほか
石製品・土製

品

図版切抜・写

真切抜

９ ４ 神奈川県 滑石製紡錘車 神奈川県三浦郡観音崎付近出土 石製品 実測図

９ ４ 長野県 43．上郷村ドドメキ 石製紡錘車 石製品 写真

９ ４ 長野県 68．座光寺村新井原 三村三三氏蔵 石製紡錘車 石製品 写真

９ ４ 長野県

2/1

勾玉・上伊 伊那村栗林

重玉 玉穂・辻沢

滑石 宮田・駒ノ原

ケツ状 宮田村（字不明）

装身具 写真

９ ４ ／
『考古図集』第８ 72頁 綜麻石 石製紡錘車21点（東

京帝室博物館蔵）
石製品 図版

９ ４ 岡山県
碧玉製石釧・滑石製刀子 備前上道郡幡多村金蔵山古墳

出土 倉敷考古館
石製品 絵葉書

９ ５ ／ 管玉４本・石釧・勾玉・石製紡錘車 熊野神社 石製品 写真

９ ５ 広島県 釧 備後国沼隈郡津ノ郷村 青影医院所有 石製品 拓本

９ ５ ／
『上代文様集』第12輯 115頁 彫刻原始文（古墳発掘石

製品等） 車輪石２点・石釧２点・石製紡錘車
石製品 図版

９ ５ 茨城県 石枕 鹿島神宮蔵 神奈川県戸塚町柳沢忠助寄進 石製品 実測図

９ ５ 愛知県 双孔円板ほか３点 知多半島 石製品 実測図

９ ５ ／ 勾玉 武蔵小手指村海谷発見 北野神社蔵 石製品 実測図

９ ５ ／ 碧玉製鍬形石頂部 石製品 実測図

９ ５ ／ 一八図 石製品図版 石製品 版下

９ ５ ／ 石製紡錘車５点・石釧・車輪石 石製品
図版・絵葉書

切抜

９ ５ 栃木県

『下野考古資料』三六 石製品 河内郡横川村大字江曾

島

『東京帝室博物館発行』絵葉書 鍬形石

石製品 絵葉書切抜
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９ ５ 岐阜県

鍬形石

石製杵 美濃国不破郡青墓村発掘

『東京帝室博物館発行』絵葉書35－２ 車輪石（碧玉岩

製）

美濃国不破郡府中村大字市之尾字親ケ谷（切抜済）・山城

国綴喜郡八幡町大字八幡町小字大芝２点・美濃国可児郡

広見村大字伊香

『東京帝室博物館発行』絵葉書35－３ 鍬形石

美濃国可児郡広見村大字伊香発掘

『東京帝室博物館発行』絵葉書（書込「勾玉・江曾島」）

『東京帝室博物館発行』絵葉書（勾玉切抜）

石製品
図版・

絵葉書切抜

９ ６

岐阜県・

香川県・

群馬県・

奈良県・

山口県

『東京帝室博物館発行』絵葉書30－３ 巴形銅器

美濃国加茂郡鷹巣村大塚発掘・讃岐国大川郡石田村東発

掘２点・上野国発掘（香取秀眞氏出品）・大和国北葛城郡

河合村佐昧田発掘・周防国吉敷郡下字野令村赤妻発掘・

古墳発見巴形銅器４点

銅製品 絵葉書・図版

９ ６ ／
杉横 大塚古墳

巴形銅器・銅鏃３点・管玉
銅製品 写真

９ ６ 山口県 巴形銅器６点 山口県白鳥古墳出土 27.８.31 銅製品 写真

９ ６ ／ 巴形銅器十個（弥生時代）２枚 銅製品 スケッチ

９ ７ 長野県 10．市田村 木下隆氏蔵 ダメ 馬具 写真

９ ７ 長野県

12．市田村 小学校蔵

鈴２点 鎌ナギ古墳

鍔 武陵地塚北林祝殿

麻績石（石製紡錘車）

馬具・武器・

石製品
写真

９ ７ 長野県
71．座光寺村 櫛原文四郎蔵

鈴 中文の塚
馬具 写真

９ ７ 長野県
99．上郷村（96・97・98ヌケル）

鈴 天神塚出土
馬具 写真

９ ７ 長野県 石製紡錘車 石製品 写真

９ ８ 埼玉県 武人埴輪 埼玉県大里郡岡部村発見 S30.９.19 ３部 埴輪 写真

９ ８ 静岡県 五鈴鏡 駿河島田駅付近 近藤氏蔵 鏡 写真

９ ８ ／
模造埴輪記事「ハニワハ何もいわないけれど」『日本観光

新聞』S.35.５.９
埴輪 新聞切抜

９ ８ ／ 大刀 武器 写真

９ ８ ／ 高階氏より その他 書簡

９ ８ 千葉県 「古器物と村越氏」 千葉県我孫子 S８.５.28 埴輪 写真

９ ８ ／ 人物埴輪ほか 埴輪 写真

９ ９ ／

舟 発見の場所…和土村大字村国・元荒川の河底・発見

の時…S26.３.13・発見者…金井益二・小曽川治平・長さ

…９米

木製品 写真

９ ９ 千葉県 石枕実測図 千葉県市原市（姉崎地区）二子塚古墳出土 石製品 実測図

９ ９ 福井県
№121 碧玉製品 福井県厨１号 第３次 ９Ｇ第４層

ろっ骨上骨の間 1969.８.６
石製品 実測図

10 １ 東京都 玉川等々力萬願寺所蔵（御山鎮山古墳出土） S26.２.27 鏡 写真

10 １ 東京都 世田谷区満願寺七鈴鏡 鏡 写真

10 １ 東京都 七鈴鏡拓本 S37.６.30 鏡 拓本

10 ２ 奈良県

大和諸陵寮蔵（内行花文鏡） 四葉文座鈕内行花文鏡 大

和国磯城郡柳本町柳本字大塚出土 本邦最大径（径１尺

３寸１分）の 製内行花文鏡

鏡 拓本

10 ３ 兵庫県 銅鏡 兵庫辰馬悦蔵氏蔵 寶相華鏡 外一号 鏡 絵葉書

10 ４ 奈良県 内行花文鏡 大和北葛城佐味田 鏡 絵葉書

10 ４
岡山県・

群馬県

内行花文鏡

備前邑久郡邑久村大字山手発掘 岡山県考古資料

群馬県佐波郡玉村町字角淵軍配山円墳出土 東京帝室博

物館蔵

鏡 絵葉書

10 ４ 岐阜県
漢式鏡（内行花文鏡） 岐阜県海津郡城山村駒野発見 国

学院大学資料室所蔵
鏡 拓本

10 ４
岐阜県・

静岡県

内行花文鏡

美濃・稲葉・ 原・野口・東島（円墳）

大和観音山 静岡市 野崎氏蔵 裏面ニ朱アリ

鏡 拓本
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10 ４ 山口県
内行花文鏡 山口県茶臼山古墳発見（森田氏蔵） S23.

４.28
鏡 拓本

10 ４ 群馬県 内行花文鏡 保渡田西光寺（国宝） S18.８.27拓 鏡 拓本

10 ４ 愛媛県 内行花文鏡 周桑郡小松町南川古墳出土（秋山氏より） 鏡 図版

10 ４ 奈良県 内行四花文鏡 大和北葛城佐味田 鏡 図版

10 ５ 静岡県 六鈴鏡 遠江志田郡東益津村関方 鏡 写真

10 ５ 静岡県 六鈴鏡 遠江志田郡東益津村関方 鏡 写真

10 ５ 静岡県
右：焼津市関方出土猪谷神社六鈴鏡 鏡背

左：焼津市関方出土六鈴鏡 鏡面
鏡 写真

10 ５ 静岡県 六鈴鏡 静岡県志田郡東益津村関方出土 鏡 拓本

10 ５ ／
四鈴鏡一面・五鈴鏡二面・六鈴鏡三面 「梅仙居」の落款

あり
鏡 図版

10 ５ ／ 堀田美桜男氏より絵葉書 その他 絵葉書

10 ５ 長野県 埴科豊榮観音塚 六鈴鏡 鏡 写真

10 ５ 愛知県
尾張国東春日井郡志段味村字羽根古墳出土七鈴鏡 長谷

川佳隆氏蔵
鏡 拓本

10 ５

栃木県・

長野県・

群馬県

『世界美術全集』第５巻 119頁 鈴鏡

(4)下野国河内郡雀宮・(5)信濃国下伊那郡松尾村・(6)上

野新田郡九合村

鏡 図版

10 ５ 群馬県
『博物館年報』昭和10年度 図版七 七鈴鏡（歴史２区

第22707号） 伝上野国内出土
鏡 図版

10 ５ 奈良県
『博物館年報』昭和５年度 第五図版七鈴鏡 奈良県北

葛城郡浮孔村大字三倉堂発掘
鏡 図版

10 ５
群馬県・

福岡県

六鈴鏡 右：上野国勢多郡荒砥村西大室天神・左：筑前

国糸島郡周船寺村大字飯氏発掘
鏡 図版

10 ５
愛知県・

愛媛県

上：五鈴鏡 愛知県豊川市国府町入山古墳出土 中根慶

一氏蔵 S30．11.14

下：六鈴鏡 伝愛媛県周桑郡吉岡村大字伊賀原古墳群出

土 池谷健治氏蔵

鏡 絵葉書

10 ５ 栃木県

上：『下野考古資料』九 四鈴鏡 河内郡雀宮牛塚

下：四鈴鏡 『東京帝室博物館発行』絵葉書36－１ 下野

国河内郡雀宮牛塚発掘

鏡 図版

10 ５ 茨城県
『博物館年報』昭和９年度 図版四 六鈴鏡 茨城県真

壁郡関本町大字上野発掘
鏡 写真

10 ５
群馬県・

栃木県

上：『東京帝室博物館発行』絵葉書36－３ 五鈴鏡 上

野国利根郡久呂保村大字森下発掘

下：『東京帝室博物館発行』絵葉書36－２ 五鈴鏡 下

野国河内郡雀宮牛塚発掘

鏡 絵葉書

10 ５ 宮城県
『日本考古資料写真集』第59版 六鈴鏡 磐城国伊具郡

金山町発掘（東京帝室博物館蔵）
鏡 図版

10 ５
宮城県・

福岡県

『東京帝室博物館発行』絵葉書36－４ 鈴鏡（六鈴鏡）

磐城国伊具郡金山町字台町発掘

六鈴鏡 筑前国糸島郡周船寺村大字飯氏発掘

鏡 絵葉書

10 ５ 群馬県
『博物館年報』大正15年 八鈴鏡 上野国新田郡六合村

大字東矢島発掘
鏡 図版

10 ５
栃木県・

愛知県

『下野考古資料』八 五鈴鏡 河内郡雀宮牛塚

尾張東春日井郡志段味村発見五鈴鏡 東京帝国大学文学

部蔵

鏡 絵葉書

10 ５ 三重県 六鈴鏡 伊賀国河山郡府中村発見 級部愛之助氏蔵 鏡 拓本・実測図

10 ５ 群馬県
上野国勢多郡荒砥村大字大屋小字明神山大黒塚発見（産

泰神社蔵）
鏡 拓本

10 ５ 群馬県 六鈴鏡 産泰神社 S18.８.29 鏡 拓本

10 ５
静岡県・

東京都

静岡県浅間神社蔵

武蔵（国）荏原（郡）調布村上沼部 堀梅夫蔵 T15.11.

７実見

鏡 拓本

10 ５ 東京都 田園調布町上沼郡発見（堀梅夫氏蔵）T15.11.７実見 鏡 拓本

10 ５ 愛知県

七鈴鏡 尾張国東春日井郡志段味村字羽根古墳 京都長

谷川佳隆氏蔵 大阪市・大阪毎日新聞社主催二千六百年

歴史展覧会記念

鏡 絵葉書

10 ５ 愛媛県 六鈴鏡 愛媛県吉岡甲賀原群県古墳出土 池尻健治氏蔵 鏡 拓本・実測図

10 ５ 栃木県
環鈴・五鈴鏡 下野国足利市助戸発掘（西川勝三郎家蔵

第二版） 『趣味のくさぐさ』
鏡 図版
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10 ５ ／ 六鈴鏡 神送塚出土 鏡 写真

10 ５ 群馬県

『考古図集』第１ 上毛古代文化号 古墳発掘鏡⑵

１．多野郡美九野村三本木・２．群馬郡大類村芝崎蟹沢・

３．山田郡矢場川村矢場東矢場・４．群馬郡佐野村上佐

野西光寺（七鈴）・５．利根郡久呂保村森下（五鈴）・６．

新田郡綿打村大字上田中宍原

鏡 図版

10 ６ 和歌山県
人物画像鏡 『考古学雑誌』24－２（福山氏論文） 第二

図
鏡 図版

10 ６ 和歌山県 第十一図 隅田八幡宮鏡（附：銘釈文） 鏡 図版

10 ６ 和歌山県
『東京帝室博物館編集絵葉書』33－２ 国宝 人物画像

鏡 紀伊国伊都郡隅田村隅田八幡神社出品
鏡 絵葉書

10 ６ 和歌山県 国宝 人物画像鏡（隅田八幡神社蔵） ツハダ写真場謹写 鏡 絵葉書

10 ６ 和歌山県
『三五年記念図集』 人物画像鏡（国宝） 紀伊国伊都郡

隅田村隅田八幡神社蔵
鏡 図版

10 ６ 和歌山県 人物画像鏡 紀伊国隅田八幡社蔵 S23.６.14拓 ２枚 鏡 拓本

10 ６ 和歌山県 隅田八幡宮蔵古鏡訓釈一覧表 ３枚 鏡 表

10 ７ 群馬県

狩猟文鏡（伝群馬県群馬郡瀧川村出土）・狩猟文鏡細部

（実大） 伝群馬県群馬郡瀧川村出土 東京帝室博物館

蔵

鏡 絵葉書

10 ７ 和歌山県 人物画像鏡 隅田八幡蔵 鏡 拓本

10 ７ 和歌山県 人物画像鏡 隅田八幡蔵 鏡 図版

10 ７ 奈良県

『東京帝室博物館発行絵葉書』32－２ 直弧文鏡 大和

国北葛城郡群馬見村大字大塚字新山発掘・大和国北葛城

郡群馬見村大字大塚字新山

鏡 絵葉書・図版

10 ７
群馬県・

奈良県

『東京帝室博物館発行』絵葉書32－４ 狩猟文鏡 伝上

野国発掘

『東京帝室博物館発行』絵葉書32－１ 家屋文鏡 諸陵

寮 大和国北葛城郡河合村大字佐味田

鏡 絵葉書

10 ７

栃木県・

群馬県・

長野県・

宮城県

鈴鏡

四鈴鏡：下野国河内郡雀宮村大字雀宮発掘（東京帝室博

物館蔵）

五鈴鏡：上野国利根郡久呂保村大字森下発掘（東京帝室

博物館蔵）

六鈴鏡：磐城国伊具郡金山町字台町発掘（東京帝室博物

館蔵）

七鈴鏡：信濃国下伊那郡松尾村姫塚（木下富太郎氏蔵）

八鈴鏡：上野国新田郡九合村大字東矢島発掘（『東京帝室

博物館発行』絵葉書36－５）

鏡 絵葉書

10 ７ 奈良県
大和国北葛城郡馬見村出土鏡拓影 「日本考古学会」印あ

り
鏡 拓本

10 ７ 群馬県
『上代文様集』４輯 鋳出原始文 上野国発見鏡（狩猟

文鏡） 東京帝室博物館蔵
鏡 図版

10 ７ 群馬県 『帝室博物館図録』第11輯 一〇二．狩猟文鏡 鏡 図版

10 ８ 岐阜県 鉄鏡・鉄鏃・鉄剣 岐阜県吉城郡国府村宮古墳出土
鏡・武器・

装身具
写真

10 ８ 岐阜県
鉄製鏡 飛驒国吉城郡国府村名張一ノ宮神社蔵 昭和初

年発掘（今境内となれり）
鏡 実測図

10 ８ ／ 鉄製鏡 ＊町大字余川 若井氏蔵 S24．５.17 鏡 実測図

10 ８ ／ 鉄製鏡 ＊町大字余川 若井氏蔵 鏡 拓本

10 ９ 茨城県 製変形四獣鏡 常陸鏡塚出土 S41.２撮 鏡 写真

10 ９ 岐阜県 二神二獣鏡 美濃稲葉郡佐波村六反田 鏡 拓本

10 ９ 山口県
製斜縁二神二獣鏡 山口県熊毛郡白鳥古墳 寛延元年

発掘 S27.８.31
鏡 拓本・写真

10 ９ 兵庫県
画文帯神獣鏡 丹波国多紀郡畑村菅出土（大西政次氏蔵）

S26.10.７拓
鏡 拓本

10 ９ 香川県
四獣鏡か 高松市石清尾山石船塚古墳 中竪穴式石室中

出土 S39元旦 松本豊胤氏より
鏡 写真

10 ９ 大分県
三角縁三神三獣鏡ほか 豊後国大分市字三芳字亀甲発掘

遺物（実大） 東京帝室博物館蔵
鏡 図版

10 ９ 香川県
四獣鏡か 高松市石清尾山石船塚古墳 竪穴式石室中よ

り S39元旦 松本氏報
鏡 写真
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10 ９ 山口県
製四神四獣鏡（白鳥古墳出土）・捩文鏡（阿多田山古墳

出土）S27.８.31
鏡 写真

10 ９ ／ 飛禽鏡 石井右道氏 鏡 拓本

10 ９ ／ 変形獣形鏡 ＊町＊＊余川 若井氏蔵 S24.５.17 鏡 拓本

10 ９ ／ 小型 製鏡 池谷氏 「石世庵拓」の印あり S27.６.１ 鏡 拓本

10 ９ ／ 珠文鏡 住道郡柱沢村植田古墳 S26.９.30 鏡 拓本

10 ９ 島根県 小型 製鏡 安来市内田氏蔵 S39.３.８ 鏡 拓本

10 ９ 群馬県 画文帯神獣鏡 上野国産泰神社 S18.８.29 鏡 拓本

10 ９ ／ 捩文鏡 阿＊田山古墳 鏡 拓本

10 ９ 山口県 画文帯神獣鏡 白鳥古墳 寛延元年発掘 鏡 拓本

10 ９ 長野県
珠文鏡 長野県下高井郡日野村＊＊（博物館）10212

S24.５.27
鏡 拓本

10 ９ 三重県 六獣形鏡 伊賀国名賀郡錦生村出土 鏡 拓本

10 ９ 山梨県
龍鏡 山梨県東八代郡下曽根村山本出土（博物館蔵）

S24.５.17
鏡 拓本

10 ９ 滋賀県 四獣形鏡 滋賀県伊香郡古橋村古墳出土 石井右道氏 鏡 拓本

10 ９ 岡山県 備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 製鏡 倉敷考古館 鏡 絵葉書

10 10
長野県・

群馬県

捩文鏡・同心半円文鏡 信濃国埴科郡 千寿堂蔵

四鳥文鏡 上野国
鏡 絵葉書

10 10 ／ 内行花文鏡 三穂村下瀬神之原 S26.７.26 鏡 拓本

10 10 長野県 珠文鏡 龍丘村上川＊権現塚 S26.７.26 鏡 拓本

10 10 長野県 珠文鏡・鈴杏葉 龍丘村上川＊権現塚出土 S26.７.27 鏡 写真

10 10 長野県
四獣鏡・珠文鏡 信濃国下伊那郡座光寺村発見 （杉山

氏蔵）
鏡 写真

10 10 長野県

四獣形鏡 龍丘小学蔵 S26.７.25 兼清

四獣形鏡・斜縁二神二獣鏡 龍丘小学校蔵 S26.12.23

兼清

鏡 拓本・写真

10 10 長野県 斜縁二神二獣鏡 兼清 鏡 拓本

10 10 長野県 製三角縁獣文帯三神三獣鏡 三村三三氏 S26.７.24 鏡 拓本

10 10 長野県 製四獣鏡・珠文鏡・銅銭 S26.７.24 鏡 拓本

10 10 長野県 四乳葉文鏡ほか８点 出土地不明 市田小 S26.７.24 鏡 拓本

10 10 長野県
鳥文鏡か 松本市外中山村古墳出土 S30.８.６ 松本

博物館にて
鏡 拓本

10 10 長野県 龍虎鏡 大橋氏蔵 出所不明 S26.７.25 鏡 拓本

10 10 長野県
同心半円文鏡・捩文鏡・珠文鏡ほか５面 長野県埴科郡

東條村発見 （野中氏旧蔵）
鏡 拓本

10 10 長野県 珠文鏡 下高井郡長丘村二子塚 鏡 写真

10 10 長野県
五鈴鏡 信濃国下高井郡日野村大字金害鎧山 第一図版

（切抜済）
鏡 図版

10 10 長野県 四乳 龍文鏡 上水・若槻村 宮下氏蔵 不明 鏡 写真

10 10 長野県 製四獣鏡 ワカツキ スケール不明 鏡 写真

10 10 長野県 不明鏡 175 竜丘村開善寺 鏡 写真

10 10 長野県
内行花文鏡・珠文鏡 135 竜丘村 岡村直氏蔵 殿坂外

古墳
鏡 写真

10 10 長野県 五獣形鏡 167 三穂村石原田古墳出土 鏡 写真

10 10 長野県
四獣形鏡・珠文鏡 26 信濃国下伊那郡座光寺村出土鏡

拓本の写真
鏡 写真

10 10 長野県 斜縁二神二獣鏡・四獣形鏡 下伊那竜岡中学校 鏡 写真

10 10 長野県 四獣形鏡 65 座光寺村鳥原場三号 松村金太郎氏旧蔵 鏡 写真

10 10 長野県
製三角縁獣文帯三神三獣鏡・四獣形鏡 32 座光寺村

三村三三
鏡 写真

10 10 長野県
七鈴鏡 102 松尾村姫塚古墳 同村木下富太郎七蔵

（100－104マデヌケル縄へ入レル）
鏡 写真

10 10 長野県
六乳鏡・内行花文鏡 202 ＊江村＊の平古墳出土 千＊

村竹下末太郎氏蔵
鏡 写真

10 10 長野県 須恵器内面当具痕（鏡と共に） 三村三三 S26.７.24 鏡 拓本

10 11 ／ 高橋博士『考古図聚』 漢式鏡 四区乳文鏡・四乳鏡 鏡 図版

10 11 岐阜県
小型 製鏡？・銅釧？・鈴・金属製環 海津郡城山村 小

学校蔵
鏡・銅製品 図版
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10 11 ／ 龍鏡（最大鏡） 鏡 写真

10 11 ／ 図版四五 鳥文鏡 鏡 写真

10 11 岐阜県
小型 製鏡 美濃（国）・稲葉（郡）・ 原・野口（小川

氏より）
鏡 拓本

10 11 岡山県 四獣面鏡 岡山県邑久郡美和村 林魁一氏蔵 鏡 拓本

10 11 奈良県
環状乳羽様文鏡 奈良県擦智町大字萩原 天ノ森 ＊坂

神社跡地
鏡 拓本・実測図

10 11 群馬県 七乳鏡・小型渦文鏡 上野（不詳） 鏡 拓本

10 11 ／ 内行六花文鏡 小松町南川大日 S25.７.12 鏡 拓本

10 11 ／ 十四乳鏡 小松町南川大日 S25.７.12 鏡 拓本

10 11 香川県
小型 製鏡 善通寺町大字古山＊古墳出土（氏家静枝氏

蔵） S25.７.８
鏡 拓本

10 11 佐賀県 渦文鏡か 佐賀県国中田島神社蔵 鏡 拓本

10 11 ／ 小型鏡 出所不明（古曽部＊氏蔵） 鏡 拓本

10 11 ／ 鳥文鏡か ＊山和＊山（学校蔵） 鏡 拓本

10 11 岐阜県 捩文鏡 可児郡佐波村六反畑 林魁一氏蔵 鏡 拓本

10 11 三重県

（右）変形五獣鏡 鈴鹿市国府村保子野大見戸南塚・

（中）四神四獣鏡 鈴鹿市沖戸村字下村字坊山・（左）六

獣鏡 一志郡豊地村角野

鏡 写真

10 11 ／ 羽様文鏡 鏡 写真

10 11 ／ 鳥文鏡 鏡 写真

10 11 ／ 勾玉文帯鏡か 媛崎古墳 S22.５ 鏡 拓本

10 11 宮崎県 花文鏡 広瀬村 宮崎徴古館 鏡 拓本

10 11 ／ 珠文帯鏡 金崎宮 鏡 拓本

10 11 愛知県 37．捩形文鏡 一宮市今伊勢町目久井車塚古墳出土 鏡 絵葉書

10 12 ／ 四獣形鏡 酒見神社蔵古鏡 鏡 図版切抜

10 12 大阪府
『京都大学文学部考古学標本絵葉書 』第19輯 126．摂

津国三島郡豊川村宿久庄古墳発見 勾玉文帯変形神獣鏡
鏡 絵葉書

10 12
群馬県・

岡山県

漢式鏡 上野国三の輪出土

『岡山県考古資料』 十七．五獣鏡 備中都窪郡加茂村大

字新庄下字千足発掘

鏡 絵葉書

10 12
三重県・

山口県

偽銘帯 龍鏡 伊勢・鈴鹿・国府村

龍鏡 周防・玖珂郡・柳井町・字水口・茶臼山
鏡 写真

10 12 ／ 捩形文鏡（羽様文鏡） 四十六図 鏡 写真

10 12 ／
龍鏡 塩釜神社宝物 昭和三年五月奉献神道管長正四

位子爵稲葉正邦 S36.10.29 寺村氏
鏡 写真

10 12 京都府 変形文鏡 山城国物集女 静岡市野崎氏蔵 鏡 拓本

10 12 山梨県

変形文鏡（十字文四乳鏡）

甲斐国東八代郡北八代村熊野神社蔵（重要美術品神宝）

同村猪羽塚（稲荷塚）出土

鏡 拓本

10 12 和歌山県 鏡 紀伊国日高郡湯川村字出土（博物館） 鏡 拓本

10 12 ／ 鏡 稲葉郡常磐村富塚（林魁一氏蔵） 鏡 拓本

10 12 岡山県 鏡 備前国 （林魁一氏蔵） 鏡 拓本

10 12 三重県
六乳葉文鏡・捩文鏡 伊賀国阿山郡府中村発見 服部＊

三助氏蔵
鏡 拓本

10 12 群馬県 鏡 出所不明 上野国勢多郡産泰神社蔵 鏡 拓本

10 12 奈良県 環状乳羽様文鏡 大和榛原 天王＊ 鏡 拓本

10 12 岐阜県 偽銘帯鏡 美濃・揖斐・河合・上磯（小川氏） 鏡 拓本

10 12 長野県 四獣形鏡 飯田市＊＊＊佐久町大塚 鏡 拓本

10 12 広島県
渦文鏡 広島県芦原郡か 法成寺二塚 府中中学校蔵

S23.４.20
鏡 拓本

10 12 滋賀県 変形神獣鏡 近江国野崎大岩山発見 鏡 図版

10 12 奈良県 変形獣帯鏡 大和北葛佐昧田 鏡 図版

10 12 京都府 変形神獣鏡 山城綴喜郡八幡町東車塚 鏡 図版

10 12 三重県
『神宮徴古館農業館発行絵葉書』 双獣鏡 伊勢国飯南

郡松尾村大字立野発掘
鏡 絵葉書

10 13 京都府
親子鏡・方格規矩八獣鏡 山城国乙訓郡向日町物見女（恵

比須山古墳） 平泉平大二門氏蔵
鏡 図版

10 13 奈良県 方格規矩四神鏡（新山古墳） 鏡 図版

10 13 石川県
方格渦文鏡 能登国鹿島郡鹿島町水白錫山古墳 S33.

10 考古学協会にて
鏡 拓本

10 13 山口県 方格規矩四神鏡 山口県大島郡小松町志 岸八幡宮蔵 鏡 拓本
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10 13 埼玉県 方格渦文鏡 武蔵北埼玉ヒヤリ川御諸塚 鏡 拓本

10 13 群馬県 方格規矩四神鏡 上野国安堀 鏡 拓本

10 13 佐賀県 佐賀県神崎郡仁比山村志波屋（七田忠志君より） 鏡 写真・拓本

10 13 宮崎県
変形文方格規矩鏡（方格鳥文鏡） 西都原 第二号

変形文方格規矩鏡（方格規矩鏡） 西都原
鏡 写真

10 13 群馬県
四神 TLV鏡（方格規矩四神鏡） 群馬県佐波郡三郷村大

字波志江備足山出土 相川之賀蔵
鏡 絵葉書

10 14 島根県 位至三公鏡 玉湯町築山古墳出土 鏡 写真

10 14 群馬県
鏡 群馬県藤岡市下栗須出土（横田勇氏蔵） S39.１

於群馬県博物館 亀井正道氏
鏡 写真

10 14 愛知県
『一宮市発行絵葉書』 12．半円方形帯変形四獣鏡 一宮

市今伊勢町目久井車塚古墳出土 酒見神社蔵
鏡 絵葉書

10 14 ／
重圏文規矩鏡 ＊町余川 荒井氏 ＊＊＊＊＊＊

S24.５.17
鏡 拓本

10 14 ／ 珠文鏡 ＊町余川（荒井氏） 青銅製 S24.５.18 鏡 拓本

10 14 ／
方格八乳鏡 ＊町余川（荒井氏） ＊＊＊＊より S24.

５.19
鏡 拓本

10 14 宮崎県 方格規矩 宮崎徴古館 鏡 拓本

10 14 山梨県
内行六花文鏡 山梨東八代郡豊富村鳥居原狐塚出土（豊

田村浅間神社蔵） S24.８.５
鏡 拓本

10 14 ／ 古氏族神報宝表 鏡 表

10 14 ／ 鏡剣玉副葬状態一覧表 鏡 表

11 １ 宮崎県
内行花文鏡 宮崎県北那珂郡住吉村字芳志村岩穴ノ迫ト

メ塚発見 宮崎徴古館蔵
鏡 拓本

11 １ 奈良県 内行花文鏡 大和日葉酢媛陵発見 鏡 図版

11 ２
奈良県・

愛媛県

『大和考古資料集』 大和南葛城郡大正村三室西浦古墳

発見 流雲紋獣帯鏡（米田馬左也氏蔵）・伊豫国越智郡下

朝倉村字丈六寺発掘 獣帯鏡

鏡 絵葉書

11 ２ 栃木県
『下野考古資料』六 八獣鏡 河内郡雀宮牛塚

獣形鏡 讃岐国香川郡弦打村大字鶴市発掘
鏡 絵葉書

11 ２ 長野県
上方作銘三角縁獣帯鏡・古式土師器壺（松本市中山第36

号古墳出土）
鏡・土器 写真

11 ２ 大阪府 和泉国大島郡 双獣文鏡 千壽堂蔵 鏡 絵葉書・拓本

11 ２ 長野県 上方作銘三角縁獣帯鏡・壺（松本市中山36号古墳出土） 鏡・土器 写真・図版

11 ３ 大阪府
景初三年銘神獣鏡（239AD） 大阪府泉北郡信田村黄金

塚古墳出土
鏡 絵葉書

11 ３
山梨県・

兵庫県
甲斐出土年号鏡・但馬出土年号鏡 鏡 図版切抜

11 ３ 群馬県

『日本考古資料写真集』 四神四獣鏡 正始元年（二四

○） 上野国群馬郡大類村大字芝崎発掘 東京帝室博物

館蔵

鏡 図版

11 ３
群馬県・

山梨県

神獣鏡 「□始元年陳是作鏡」云々ト銘アリ 上野国群馬

郡大類村大字芝崎発掘

神獣鏡 甲斐国西八代郡高田村浅間神社出品 銘「赤烏

元年五月二十五日」云々 甲斐国西八代郡大塚村大字上

野原発掘

鏡 絵葉書

11 ３ 山梨県
甲斐国東八代郡豊富村鳥居原狐塚出土（高田浅間神社蔵）

赤烏元年（二三八）鏡 S24.８.５
鏡 拓本

11 ３ 群馬県

『群馬県考古学資料集』第１輯 □始元年神獣鏡 群馬

県群馬郡大類村芝崎字蟹沢出土 東京帝室博物館蔵 相

川達雄解説

鏡 絵葉書

11 ３ 群馬県
図版第一一 神獣鏡 上野国群馬郡大類村大字芝崎古墳

発見
鏡 図版

11 ３ 兵庫県
図版第一二 神獣鏡 但馬国出石郡神美村大字森尾古墳

発見
鏡 図版

11 ３ 山梨県
図版第一三 神獣鏡 甲斐国西八代郡大塚村字鳥居原古

墳発見
鏡 図版

11 ３ 大阪府
薮田嘉一郎「和泉黄金塚出土魏景初三年銘鏡考」『日本上

古史研究』第６巻第１號
鏡 抜刷
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11 ４ ／

日本考古学協会第十四回総会記念 守屋孝蔵氏蒐集紀年

鏡絵葉書 S29.10.30

１．漢建寧二年獣首鏡・２．漢中平二年花文紐四獣鏡

鏡 絵葉書

11 ４ ／

日本考古学協会第十四回総会記念 守屋孝蔵氏蒐集紀年

鏡絵葉書 S29.10.30

３．漢建安廿四年円方形帯神獣鏡・４．呉永安四年重列

神獣鏡

鏡 絵葉書

11 ４ ／

日本考古学協会第十四回総会記念 守屋孝蔵氏蒐集紀年

鏡絵葉書 S29.10.30

５．魏景元四年規矩華文鏡・６．呉天紀二年神獣画象鏡

鏡 絵葉書

11 ４ ／

日本考古学協会第十四回総会記念 守屋孝蔵氏蒐集紀年

鏡絵葉書 S29.10.30

７．西晋太康三年半円方形帯神獣鏡・８．西晋元康□年

半円方形帯神獣鏡

鏡 絵葉書

11 ５ ／ 高橋博士『考古図聚』 図版第一九 星雲文鏡と蟠 文鏡 鏡 図版

11 ５ 群馬県

『博物館年報』昭和10年度 図版四 星雲文鏡（歴史第

２区第2266６號） 群馬県勢多郡荒砥村大字富田古墳出

土

鏡 図版

11 ５ ／ 連弧文銘帯鏡 池田修郎氏蔵 鏡 拓本

11 ５ 群馬県 星雲文鏡 上野・勢多・荒砥・富田 鏡 拓本

11 ５ ／ 連弧文銘帯鏡 石井右道氏 鏡 拓本

11 ６ 新潟県
獣首鏡 越後栃尾市菅畑出土ト伝フ 五十嵐貞司氏蔵

1950.８.５
鏡 拓本

11 ６ 兵庫県 兵庫県アシバイ（博物館） 鏡 拓本

11 ６ 島根県
安来市荒島字造山第三号墳出土 島根博にて S40.８.

20 斜縁四獣鏡
鏡 写真

11 ６ 福岡県 福岡市香椎ヶ丘村出土鏡 鏡 写真

11 ７
群馬県・

三重県

盤龍鏡 上野国北甘楽郡額部村南後関発掘 諸陵寮蔵

双龍鏡 伊勢国飯南郡松尾村大字立野発掘 徴古館蔵
鏡 絵葉書

11 ７ 山梨県
双龍鏡 甲斐国東八代郡英村亀塚出土 S24.８.５ 永

峯光一氏より
鏡 拓本

11 ７ 三重県 双龍鏡 伊勢国飯南郡松尾村立壁浅間古墳 鏡 拓本

11 ７ 熊本県
盤龍鏡 肥前川上村東谷出土 倉持氏所蔵 S11.４.12

裏面に管玉・鉄鏃の模式図
鏡 拓本

11 ８ ／ ２．三角縁三仏三獣鏡・３．一仙五獣鏡・５．盤龍鏡 鏡 図版切抜

11 ８ ／ 115頁 鏡 (1)・(2)神獣鏡・(3)四仏四獣鏡・(4) 龍鏡 鏡 図版

11 ８ ／
116頁 鏡 (1)画像文帯盤獣鏡・(2)・(3)神人車馬画像

鏡・(4)神人歌舞画像鏡
鏡 図版

11 ８ ／
117頁 鏡 (1)方格規矩四神鏡・(2)・(3)内行花文鏡・

(4)直弧文鏡
鏡 図版

11 ８ ／
118頁 鏡 (1)盤龍座画像文帯鏡・(2)一仙五獣鏡・(3)

捩文鏡
鏡 図版

11 ８ ／

１．内行花文鏡・２．方格規矩八獣鏡・３．三角縁四神

四獣鏡・４．画文帯環状乳神獣鏡・５直弧文鏡・６．三

角縁三神二獣鏡・７－１．四鈴鏡・７－２．六乳六鈴鏡・

８． 龍鏡・９．狩猟文鏡・10．家屋文鏡・11．神人歌

舞画像鏡

鏡
図版・

写真切抜

11 ８ ／ 鏡残欠・木棺材 鏡・埋葬施設 写真

11 ８ 岡山県
鏡残片 岡山県邑久郡邑久村字高砂山中腹古墳発見古鏡

片 ２枚
鏡 拓本

11 ８ 岡山県

内行花文偽銘帯鏡 故横山精一氏蔵 岡山県邑久郡邑久

村大字山手出土～実ハ満州方面ヨリ持チ帰リタルモノ

艮瀬薫氏拓

鏡 拓本

11 ８ 山梨県

『博物館年報』昭和５年度 第一図版 山梨県東八代郡

下曽根村字山本発掘

内行花文鏡・ 龍鏡・四神四獣鏡

鏡 図版

11 ８ 山梨県
『博物館年報』昭和５年度 第一図版 山梨県東八代郡

下曽根村字山本発掘１．三神三獣鏡・２．人物画像鏡
鏡 図版

11 ８ 群馬県

『考古図集』第一 上毛古代文化号 ３頁 古墳発掘鏡

(1)

四神四獣鏡・画像文帯盤獣鏡・狩猟文鏡

鏡 図版

11 ８ ／ 飛禽鏡・四獣鏡 鏡 図版
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11 ８ ／ 二神二獣鏡？・六乳六鈴鏡 鏡 図版

11 ８ 福岡県

漢式鏡・長宜子孫内行八花文鏡・TLV式方格四神鏡（方

格規矩四神鏡）

福岡高等学校玉泉館蔵

鏡 図版

11 ８ 奈良県 １．家屋文鏡 鏡 図版切抜

11 ８ ／ 四神四獣鏡 図版切抜

11 ９
奈良県・

熊本県

『東京帝室博物館発行絵葉書』33－５ 人物画象鏡 大

和国北葛城郡河合村大字佐味田発掘

『東京帝室博物館発行絵葉書』29－３ 人物画象鏡 肥

後国玉名郡江田村字石場大久保原ノ内清原発掘

鏡 絵葉書

11 ９ 奈良県
『日本考古資料写真集』第五六版 神人画像鏡 大和国

北葛城郡河合村大字佐味田発掘（東京帝室博物館蔵）
鏡 図版

11 ９ 熊本県
『上代文様集』第２輯 19頁 鋳出人物画象鏡文（東京

帝室博物館蔵肥後国玉名郡江田村古墳発見鏡）
鏡 図版

11 ９ 山梨県 神人竜虎鏡（神人車馬鏡） 甲斐国八代銚子塚 鏡 図版

11 ９ 熊本県 神人画像鏡 肥後江田船山発見 鏡 図版

11 ９ 大阪府
『奈良帝室博物館歴史図録』第一輯 一．尚方作神人画

像鏡（河内国川西塚出土品）
鏡 図版

11 10 京都府
京都府相楽郡城南町大字椿井大塚山古墳（航空写真）

S28.３発掘調査
古墳 写真

11 10 京都府 獣帯日月天王三神三獣鏡 鏡 写真

11 11 長野県 四仏四獣鏡 信濃下伊那郡龍丘村開善寺蔵 S26.７.26 鏡 拓本

11 11 長野県 四仏四獣鏡 信濃下伊那郡龍丘村開善寺蔵 鏡 拓本・写真

11 11 岡山県

『東京帝室博物館発行』絵葉書29－４ 四仏四獣鏡 備

中国都窪郡庄村大字日畑西組字赤井発掘

『岡山県考古資料』 一八．四仏四獣鏡 備中国都窪郡庄

村大字日畑西組発掘

鏡 絵葉書

11 12 広島県
獣帯鏡 広島県豊田郡東郷町古墳出土（？） 伝通寺蔵

S46.12
鏡 写真

11 12 広島県
画文帯神獣鏡？ 広島県豊田郡東郷町古墳出土（？） 伝

通寺蔵 S46.12
鏡 写真

11 12 広島県
捩文鏡 広島県豊田郡東郷町古墳出土（？） 伝通寺蔵

S46.12
鏡 写真

11 12 広島県 重圏双銘帯鏡 広島県伝通寺蔵 S46.12 鏡 写真

11 12 広島県 重圏双銘帯鏡 広島県伝通寺蔵 S46.13 鏡 写真

11 12 広島県 重圏双銘帯鏡（銘文） 広島県伝通寺蔵 S46.14 鏡 写真

11 12 広島県 鶏頭柄頭 広島県伝通寺蔵 S46.12 武器 写真

11 12 広島県 広島県豊田郡東郷町古墳出土（鏡に関するメモ） 鏡 メモ

11 13 ／
高橋博士『考古図集』 図版第二〇．TLV式鏡（方格規

矩四神鏡）
鏡 図版

11 13 静岡県
方格規矩四神鏡 磐田市三川村西尾伝蔵氏旧蔵 池田氏

蔵
鏡 拓本

11 13 香川県
方格規矩鏡残片・小型 製鏡ほか（鉄剣・管玉・鉄鏃な

ど） 讃岐国三曇郡廉隈古墳 S25.７.10

鏡・武器・

装身具
拓本・写真

11 13 群馬県 方格規矩四神鏡 伝上野国発見（杉山氏蔵） 鏡 拓本

11 13 山口県 蟠 文鏡 山口県瀧部町 樋口氏蔵 S23.４.27 鏡 拓本

11 14 ／
『上代文様集』第３輯 28頁 鋳出唐草文（漢式鏡帯文

様）
鏡 図版

11 14 ／
『上代文様集』第４輯 36頁 鋳出動物文（古墳発掘漢

式鏡外区文様）
鏡 図版

11 14 ／
『上代文様集』第５輯 46頁 鋳出原始文（大和某陵発

見鏡外区帯文）
鏡 図版

11 14 ／
『上代文様集』第６輯 59頁 鋳出動物文及唐草文（漢

式鏡外区縁帯文）
鏡 図版

11 14 ／
『上代文様集』第８輯 80頁 鋳出唐草文（支那鏡外区

装飾文）
鏡 図版

11 14 ／
『上代文様集』第11輯 108頁鋳出曲線（雲）文（漢式鏡

外区装飾文）
鏡 図版

11 15 兵庫県
『上代文様集』第１輯 ７頁 鋳出動物文⑴（鏡） 播磨

国揖保郡香島村大字先島字松山古墳発見獣帯鏡
鏡 図版

11 15 香川県
『上代文様集』第２輯 20頁 鋳出動物文（東京帝室博

物館蔵讃岐国綾歌郡弦打村古墳鏡）
鏡 図版
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11 15 ／
『上代文様集』第４輯 40頁 鋳出動物文画文（其一）

（古墳発掘漢式鏡）
鏡 図版

11 15 ／
『上代文様集』第６輯 58頁 鋳出動物文古墳発掘漢式

鏡
鏡 図版

11 15 ／
『上代文様集』第８輯 76頁 鋳出動物文（支那鏡背文

装飾龍文集成）
鏡 図版

11 15 ／
『上代文様集』第10輯 96頁 鋳出人物文（本邦内地発

掘漢式鏡背文）
鏡 図版

11 15 ／ 『上代文様集』第12輯 113頁 鋳出動物文（キ鳳文） 鏡 図版

11 15 ／ 『上代文様集』第12輯 114頁 鋳出動物文（鏡背文様） 鏡 図版

11 16 韓半島
１．半円方形帯神獣鏡 朝鮮大同江面楽浪遺蹟出土 慶

応大学文学部
鏡 図版

11 16 ／ 尚方作方格規矩四神鏡 御幸山古墳出土 梅原氏蔵 鏡 写真

11 16
広島県・

宮崎県

内行六花文鏡（宮崎市広島古墳発見）・内行花文鏡（トメ

塚出土） 宮崎神宮徴古館蔵
鏡 写真

11 16 京都府

『博物館年報』 昭和10年度 図版一 一．二神二獣鏡

（歴史第２区第22531号） 京都府乙訓郡乙訓村大字長法

寺古墳出土

鏡 図版

11 16 ／
支那呉永安四年銘神獣鏡 （画文帯神獣鏡）『考古学雑誌』

11巻６号口絵所載 「梅仙居」の印あり
鏡 図版

11 16
栃木県・

熊本県

『下野考古資料』 七．四神四獣鏡（画文帯四神四獣鏡）

河内郡雀塚牛塚

『東京帝室博物館発行』絵葉書20－５ 神獣鏡（画文帯

四神四獣鏡） 肥後国玉名郡江田村大字江田発掘

鏡 絵葉書

11 16 韓半島

『東京帝室博物館発行』絵葉書33－１ 46．朝鮮大同江

面石厳里発見四獣鏡 京都帝国大学文学部蔵・神獣鏡（晋

泰始七年神獣鏡）

鏡 絵葉書

11 16 熊本県
四神四獣鏡 江田船山古墳発掘（東京帝室博物館蔵）

『日本考古資料写真集』第五八版
鏡 図版

11 16 ／ 第八図 四神四獣鏡（三角縁四神四獣鏡） 鏡 写真

11 16 福岡県
三角縁二神二獣鏡 福岡市外香城香住ケ丘出土 S46.

８.５
鏡 写真

11 16 三重県 三角縁三神三獣鏡（七五一〇号） 三重県筒野出土 鏡 写真

11 16 兵庫県 獣帯鏡残欠 兵庫県マンバイ（博物館） 鏡 拓本

11 16 ／
画文帯環状乳神獣鏡 松葉郡佐波村六反田前方後円墳

（林氏蔵）
鏡 拓本

11 16 山梨県
半円方形帯神獣鏡 甲斐国東八代郡下曽根村（人類学教

室）
鏡 拓本

11 16 奈良県 画文帯縦列式神獣鏡 奈良県磯城郡 鏡 拓本

11 16 奈良県 画文帯縦列式神獣鏡 奈良県磯城郡織田村箸中 鏡 写真

11 16 三重県 三角縁三神三獣鏡 三重県筒野 東京（国立）博物館蔵 鏡 写真

11 16 熊本県
流金金画文帯神獣鏡 熊本県免田町大園古墳出土 乙益

氏より S46.10.９
鏡 写真

11 16 群馬県

三角縁二神二獣鏡 群馬県佐波郡玉村町川井 上毛古墳

総覧芝根村第７号古墳（通称松塚古墳） 藤岡一雄氏贈

S43.４.22

鏡 写真

11 16 奈良県
三角縁三神二獣鏡残欠 奈良県磯城郡都村大字八尾鎮座

県社鏡作坐天照御魂神社御神鏡
鏡 写真

11 16 京都府 三角縁三神三獣鏡 京都市内ト部塚か 言垣氏家蔵 鏡 拓本

11 16 兵庫県 階段式神獣鏡（縦列式神獣鏡） 摂津国神戸市夢野発見 鏡 図版

11 16
岡山県・

静岡県

階段式神獣鏡（画文帯同向式神獣鏡） 備中国邑久郡茶臼

山発見（東博蔵・静岡県掛川市岡津奥の原古墳か？）
鏡 図版

11 16 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第八図版 四神四獣鏡（画

文帯四神四獣鏡） 上野国佐波郡殖蓮村上植木発掘
鏡 図版

11 16 兵庫県
『博物館年報』 昭和15年度 第一八図版 四神四獣鏡

（画文帯四神四獣鏡） 神戸市板宿得能山発掘
鏡 図版

11 17 ／ 高橋博士『考古図聚』 内行花文鏡３面 鏡 図版

11 17 奈良県
内行花文鏡 大和国三輪山所出古鏡 後藤碩田 旧名子

太郎氏蔵
鏡 拓本

11 17 島根県
内行花文鏡 島根県松江市大草町岡田山古墳 島根博物

館 S39.３
鏡 写真

11 17 兵庫県 内行花文鏡 但馬国発見 峰地氏報 鏡 拓本
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11 17 香川県 内行花文鏡 讃岐国香川郡弦打村大字鶴市御殿山発掘 鏡 絵葉書

11 18 和歌山県 蟠 文鏡 紀伊国橘村発見古鏡 S23.７.５拓 鏡 拓本

11 18 群馬県 蟠 文鏡 伝上野国発見 杉山氏蔵 鏡 拓本

11 18 岐阜県
蟠 文鏡 可児郡惟子発見 城村加納万次氏蔵（雲に麻

布片付着せり）
鏡 拓本

11 18
石川県・

奈良県

蟠 文鏡 能登郡神社蔵

蟠 文鏡 大和国山辺郡介野中白石（國大資料宝）
鏡 拓本

11 18 奈良県 蟠 文鏡 大和国山辺郡介野中白石 鏡 拓本

11 18 千葉県 蟠 文鏡 姉ヶ崎 鏡 拓本

11 18 山口県 蟠 文鏡 山口県滝部町 樋口氏蔵 S23.４.27 鏡 拓本

11 18 和歌山県
図版第三五 四乳花文鏡 紀伊国海原郡椒村大字椒濱古

墳発見
鏡 図版

11 19 奈良県 画文帯環状乳神獣鏡 奈良県桜井町等彌神社蔵 鏡 写真

11 19 奈良県 画文帯環状乳神獣鏡 奈良県桜井町等彌神社蔵 鏡 拓本

11 19 宮崎県 画文帯同向式神獣鏡 宮崎徴古館 鏡 拓本

11 20 香川県
香川県石清尾山古墳出土 方格規矩鏡（補修孔あり）

S24.４.10 上原氏宅にて 接写・全景
鏡 写真

11 20 香川県
香川県石清尾山古墳出土 方格規矩鏡（補修孔あり）

S24.４.10 上原氏宅にて
鏡 拓本

11 21 大阪府
『奈良帝室博物館歴史図録』第１輯 二、変形四乳四獣

鏡（河内国郡川西塚出土品） 帝室博物館蔵
鏡 図版

11 21 大阪府
『奈良帝室博物館歴史図録』第１輯 三、勾玉及管玉（河

内国郡川西塚出土品） 帝室博物館蔵
装身具 図版

11 21 大阪府

『奈良帝室博物館歴史図録』第１輯 四、棗玉・小鈴・

刀鞘尻金具及鎗身（河内国郡川西塚出土品） 帝室博物館

蔵

装身具・武器

・馬具
図版

11 21 大阪府
『奈良帝室博物館歴史図録』第１輯 五、杯及脚付坩（河

内国郡川西塚出土品） 帝室博物館蔵
土器 図版

11 22 群馬県
上野国邑楽郡西谷田村西岡西丘神社御霊代（正宝五年二

月発掘） 神獣鏡 S18.８.31
鏡 写真

11 22 群馬県 上野邑楽郡西谷田東城神社境内石碑 S18.８.31 神社・石碑 拓本

11 23 福岡県
鍍金方格規矩四神鏡 福岡県糸島郡一貴山村田中銚子塚

古墳出土 日本考古学協会総会記念 1952.11 京都
鏡 図版

11 23 ／
方格規矩鏡 伝大高山善寺出土 郡山市延寿寺蔵

S24.７.17
鏡 写真

11 23 ／ 方格規矩鏡 郡山延寿寺 S24.７.16 鏡 拓本

11 24 京都府
『奈良帝室博物館歴史図録』第２輯 六、天王日月二神

二獣鏡（一）（山城国長法寺古墳出土品） 帝室博物館蔵
鏡 写真図版

11 24 京都府
『奈良帝室博物館歴史図録』第２輯 七、天王日月二神

二獣鏡（二）（山城国長法寺古墳出土品） 帝室博物館蔵
鏡 写真図版

11 24 京都府
『奈良帝室博物館歴史図録』第２輯 八、三神三獣獣帯

鏡（山城国長法寺古墳出土品） 帝室博物館蔵
鏡 写真図版

11 24 京都府
『奈良帝室博物館歴史図録』第２輯 九、天王日月四神

四獣鏡（山城国長法寺古墳出土品） 帝室博物館蔵
鏡 写真図版

11 24 京都府

『奈良帝室博物館歴史図録』第２輯 一〇、長宜子孫内

行花文鏡及青蓋盤龍鏡（山城国長法寺古墳出土品） 帝室

博物館蔵

鏡 写真図版

11 25 京都府
山城国向日町寺戸大塚出土獣帯鏡 考古学会総会 弥生

S25.４.16
鏡 拓本

11 25 静岡県 遠江国中泉町庚申塚出土四獣鏡 池田氏蔵 鏡 写真・拓本

11 25 岐阜県 美濃海津郡東天神出土鏡 鏡 拓本

12 １ 群馬県

白石古墳群（上野国多野郡平井村白石付近）「白石古墳

群の研究（一）」 後藤守一・相川龍雄 『考古学雑誌』24

巻９号 安閑紀設置の緑野屯倉首一族の墳墓か

古墳 図版切抜

12 １ 大阪府 古市・堺（古墳分布図） 古墳 分布図

12 １ 群馬県 群馬県古墳分布図 古墳 分布図

12 １ 奈良県 奈良（古墳分布図） 古墳 分布図

12 １ 栃木県 日光・白河二十万分ノ一（古墳群・国造位置図） 古墳 分布図

12 １ 福島県 福島 古墳 地図

12 １ 埼玉県 『埼玉（稲荷山古墳）と埼玉古墳群』 古墳 パンフレット

12 ２ 奈良県 航空写真 石舞台古墳（朝日新聞社提供） 古墳 絵葉書
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12 ２ 奈良県 航空写真 茶臼山古墳（末永雅雄博士撮影） 古墳 絵葉書

12 ２ 大阪府 西陵古墳（泉南・淡輪） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 仲哀天皇陵（河内・古市） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 白鳥陵（河内・古市） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 黄金塚（泉北・信太） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 継体陵（三島・太田） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 御陵参考地（河内・土師） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 宇度墓（泉南・淡輪） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府
黒姫山古墳（南河内・黒山） 産業経済新聞社提供 S29.

５
古墳 写真

12 ２ 大阪府 今城塚（三島・岡本） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府
応神天皇陵（河内・古市） 産業経済新聞社提供 S29．

５
古墳 写真

12 ２ 大阪府
仁徳陵・履仲陵（和泉平野古墳群） 産業経済新聞社提供

S29.５
古墳 写真

12 ２ 大阪府 履仲天皇陵（堺市） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 大阪府 仁徳陵付近（和泉平野） 産業経済新聞社提供 S29.５ 古墳 写真

12 ２ 埼玉県 埼玉古墳群（丸墓山） 朝日新聞社提供 古墳 写真

12 ２ 埼玉県 埼玉古墳群 朝日新聞社提供 古墳 写真

12 ２ 東京都 多摩川沿岸荏原古墳群 朝日新聞社提供 古墳 写真

12 ２ 宮崎県 日向西都原古墳航空写真 S10.３.９ 古墳 写真

12 ２ 兵庫県
兵庫県飾磨郡御津町新舞子輿塚古墳 国土開発の爪あと

（『世界』212号 S38.８）
古墳 雑誌切抜

12 ２ 岡山県
岡山県津山市六ツ塚古墳 国土開発の爪あと（『世界』212

号 S38.８）
古墳 雑誌切抜

12 ２ 大阪府 古市古墳群・百舌鳥古墳群の古墳位置図 古墳 メモ

12 ３ 茨城県
茨城県結城郡東山古墳 S24.10.20

南方より全景・西方より全景
古墳 写真

12 ３ ／ 御墓山（敢国津神大彦命御陵墓伝説） 古墳 写真・絵葉書

12 ３ 長野県 信濃・埴科・倉科・鷲尾山・瓢塚、将軍塚トモ云フ 古墳 写真

12 ３ 奈良県
大和国 箸墓（倭迹々日百襲姫命墓） 上：遠景・下：全

景
古墳 写真

12 ３ 茨城県
図版第一 鏡塚古墳遠景（上）及び近景（下）

上：西方磯浜町より遠望・下：東方より望む
古墳 写真

12 ３ 新潟県 新潟県西蒲原郡竹野町菖蒲塚全景 後円部に経塚を営む 古墳 写真

12 ３ 京都府
竹野郡綱野町銚子山古墳全景 『考古図聚』第三十五集

（丹後号）
古墳 図版

12 ３ 宮崎県
西都原古墳群第35号墳（荒第三号墳） 大字三宅字原口二

所在
古墳 実測図

12 ３ 奈良県 若草山頂 鴬塚 S28.８.２ 古墳 写真

12 ３ 山梨県 八図ノ二（左ノ方） 甲斐国銚子塚 古墳 実測図

12 ４ 山梨県 甲斐国西八代郡大塚村大塚 S10.10.７ 古墳 写真

12 ４ 奈良県

中円双方型墳 大和国磯城郡櫛山古墳

上：全景写真

下：（一）大和国磯城郡櫛山古墳外形実測図

古墳 写真

12 ４ 山梨県 甲斐国南八代村 狐塚 古墳 写真

12 ４ 韓半島
新羅の瓢形墳 『考古学雑誌』27巻５号 斎藤忠氏

上：第九〇号・下：第一四三号・朝鮮慶尚北道慶州南
古墳 図版

12 ４ ／ 墳丘実測図 古墳 版下

12 ４ 群馬県

図版第一九 古墳及埴輪

上野国群馬郡箕輪町上芝古墳平面図及び埴輪円筒遺存状

態並に同古墳発見埴輪武装男子

古墳・埴輪 図版

12 ５ 宮崎県 西都原墳丘測量図 古墳 写真

12 ５ 奈良県 大和西山古墳遠影 古墳 写真

12 ５ 奈良県 垂仁陵遠影 古墳 図版

12 ５ 茨城県

茨城県高浜町舟塚山古墳

右：舟塚山古墳実測図 S６.８.８・左：舟塚山古墳遠

景

古墳 絵葉書

12 ５ 宮崎県 西都原古墳第二百二号墳 古墳 実測図

12 ５ 宮崎県 雄狹穂塚・女狹穂塚実測図（大正十五年野方氏測量） 古墳 実測図

12 ５ ／ 不明 古墳実測図 古墳 実測図

12 ５ ／ 不明 古墳実測図 古墳 実測図・写真
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12 ５ ／ 不明 古墳実測図 古墳 実測図

12 ５ 石川県 加賀国江沼部狐山古墳遠影 古墳 写真

12 ５ 奈良県 図版第一一 前方後円墳 大和国巣山古墳 古墳 図版

12 ５ 奈良県 箸墓 古墳 絵葉書

12 ５ 福岡県
岩戸山古墳（福岡県八女市吉田）・九州大学文学部考古学

研究室２枚
古墳 絵葉書

12 ６ 大阪府

大山陵俯瞰写真並実測図

右上下：全景写真・左上：挿図第一 仁徳天皇図・左下：

挿図第二 仁徳天皇陵・始皇帝陵・大ピラミッド図・原

図：大阪朝日新聞社蔵 梅原末治「世界一の大古墳・大

山陵」『科学朝日』第８巻７号 S23.７発刊

古墳 写真

12 ６ 大阪府

大山陵 玉類

右：丁子頭勾玉・左：丁子頭勾玉３点・管玉３点・ガラ

ス玉８点・棗玉３点

装身具 写真

12 ６ 大阪府 周濠 古墳 写真

12 ６ 大阪府 遠景 古墳 写真

12 ６ 大阪府 仁徳天皇御陵前方部 （S35.10月末考古学協会見学） 古墳 写真

12 ６ 大阪府

第十三図版 仁徳天皇陵及陵邊出土埴輪 『日本歴史図

録』

（一）御陵正面・（二）御陵側面・（三）陵邊出土埴輪土

偶首・（四）陵邊出土埴輪犬残缺

古墳・埴輪 図版

12 ６ 大阪府

第十四図版 仁徳天皇陵発見御石棺及御副葬品 『日本

歴史図録』

（一）御石棺・（二）御甲 ・（三）伝陵邊出土御鏡及剣

柄

埋葬施設・武

具・鏡・武器
図版

12 ６ 大阪府 神社新報 S24.５.９号 その他 新聞

12 ６ 大阪府
梅原末治「日本の古代技術 世界一の大古墳・大山陵」

『科学朝日』８巻第７号（通巻85号）
古墳 雑誌

12 ７ 埼玉県 埼玉県八幡山古墳遠景 古墳 写真

12 ７ 埼玉県 埼玉県八幡山古墳遠景 古墳 写真

12 ７
群馬県・

奈良県

『調査概報』第３号 群馬県多野郡平井村下郷二子塚古

墳 ・『考古学雑誌』26巻９号 大和国某陵
古墳 実測図

12 ７ 群馬県
図版第一 上野国二子山古墳 二子山古墳墳丘実測図

S10.７実測
古墳 図版

12 ８ ／ 不明 古墳実測図 古墳 実測図

12 ８ ／ 不明 古墳実測図 古墳 実測図

12 ８ ／ 前方後方墳地名表 S47.10 一山作 その他 表

12 ８ ／ 附前方後方墳地名表 その他 表

12 ９ 長野県 松本市中山 小丸山古墳 S32.６.28 古墳 写真

12 ９ 神奈川県 茅ケ崎町石原 タイシメン塚 古墳 写真

12 ９ 神奈川県
上：相模三浦長井

下：武蔵荏原三経塚
古墳 写真

12 ９ ／
菅ケ谷原十三塚（上杉氏の古戦場） 寒川村女子青年会発

行
古墳 絵葉書

12 ９ 東京都 武蔵国西多摩郡西秋留村古塚（狐塚） 古墳 写真

12 ９ ／ 宝飯郡一ノ宮村東安山村古墳 古墳 写真

12 ９ 神奈川県

相模三宮 写真３枚

上右：三ノ宮鳥形ケールンの積石の一部

下右：比々多村三ノ宮御所外垣みそ明神を祠る古墳

下左：三ノ宮一ケールンの石 ノ残サレシモノ

古墳 写真

12 ９ 宮崎県 西都原鬼の窪 古墳 写真

12 ９ 山梨県 山梨加牟那塚 S11.３.20 古墳 写真

12 ９ 群馬県 総社 愛宕山古墳 古墳 写真

12 ９ 東京都 上：東京上沼部古墳・下：小豆津神社付近 古墳 写真

12 ９ 愛知県 名古屋市八幡山古墳 古墳 写真

12 ９ 愛知県 名古屋岩塚 古墳 写真

12 10 島根県
島根県方墳 S39.10 上：鶏塚（大庭）・下：大草有岩屋

後古墳
古墳 写真

12 10 群馬県 群馬県宝塔山古墳 S30.９.30 上：全景・下：石室内 古墳 写真

12 10 ／ 方墳実測図 古墳 実測図

12 10 京都府 図版第一 伏見桃山陵 古墳 図版
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12 11 栃木県
上：下都賀郡壬生町愛宕塚古墳・下：下都賀郡壬生町壬

生車塚古墳
古墳 絵葉書

12 11 栃木県
上：下都賀郡壬生町牛塚古墳・下：下都賀郡桑村琵琶塚

古墳
古墳 絵葉書

12 11 熊本県 熊本県安蘇郡中通東鞍掛塚 埴輪円筒アリ 古墳 写真

12 11 東京都
東京世田谷砧中学校庭古墳後円部（グランドより北西）

S39.６.21
古墳 写真

12 11 埼玉県 上：埼玉古墳群二子塚・下：籔塚西山古墳 S25.２.18 古墳 写真

12 11 ／
上：瓢塚七基の中其一（認定相武国造の古墳）・下：瓢塚

七墓の中其一（認定相武国造の古墳）
古墳 絵葉書

12 11 奈良県

『日本考古資料写真集』 第二六版 大和国高市郡高市

村大字坂田字都塚・大和国北葛城郡陵西村大字池田古

墳・大和磯ノ城郡都村大字黒田字御塚山（車塚）

古墳 図版

12 11 ／ 富士郡須津村浅間塚 古墳 写真

12 11 神奈川県 相模海老名村瓢単山古墳 古墳 写真

12 11 奈良県 大和・石上・大塚 古墳 写真

12 11 神奈川県 相模伊勢原町太神宮古墳内 古墳 写真

12 11 ／ 不明 古墳 写真

12 12 ／ 前期古墳の立地・墳形・内部施設・副葬品 古墳 表

12 12 ／ 中期古墳の立地・墳形・内部施設・副葬品 古墳 表

12 12 ／ 後期古墳の立地・墳形・内部施設・副葬品 古墳 表

13 １ 福島県 福島県石城郡錦町古墳発見 骨鏃 S26.９.29 武器 写真

13 １ 宮城県 仙台市東北大学蔵 石室 ６月15日 埋葬施設 写真

13 １ 福島県

福島県石川郡泉村大字中字後作古墳（一） S25.３.25

全景：西方より・全景：東方より・石室発掘中・石室内

遺物出土

古墳 写真

13 １ 福島県

福島県石川郡泉村大字中字後作古墳（二）

石室（奥壁を見る）S25.３.27・石室（側壁を見る）S25.

３.28・一．直刀出土状態・二．直刀出土・三．直刀出土・

記念撮影 S25.３.28

古墳 写真

13 １ 福島県
鉄製環頭大刀残欠 福島県石川郡泉村大字中字後作

1950.３.26 阿武隈考古館蔵品
武器 実測図

13 １ 福島県 後作古墳 環頭大刀残欠ほか S25.３.26 武器 写真

13 １ 福島県 後作古墳 石室 埋葬施設 写真

13 １ 岩手県 名取市植松 雷神山古墳 古墳 写真

13 １ 岩手県
角塚（岩手県胆沢郡胆沢村南都田都馬字塚田） S37.７.

18 全景：西方から・全景：東方から
古墳 写真

13 １ 岩手県 角塚 S37.７.18 前方部を見る・封土上の葺石 古墳 写真

13 ２ 栃木県 上侍塚・下侍塚 裏に略側図あり 古墳 写真・実測図

13 ２ 栃木県 湯津上村下侍塚古墳 古墳 図版

13 ２ 栃木県 那須侍塚 古墳 写真

13 ２ 栃木県 那須車塚 古墳 写真

13 ２ 栃木県
鳳鏡 那須小川町字吉田八幡塚前方後方墳出土 小川

町古代文化研究会寄贈
鏡 絵葉書

13 ２ 栃木県 那須国造碑 石碑 写真

13 ２ 栃木県 神社 石碑 写真

13 ３ 栃木県
栃木県下都賀郡大平町七廻塚古墳 S44 茂木氏 全

景・木棺内調査状況

古墳・

埋葬施設
写真

13 ３ 栃木県
栃木県下都賀郡大平町七廻塚古墳 S44 茂木氏 木棺

内遺物・木棺縄掛突起

古墳・

埋葬施設
写真

13 ３ 栃木県
栃木県下都賀郡大平町七廻塚古墳 S44 茂木氏 木棺

内遺物
埋葬施設 写真

13 ４ 群馬県 群馬県岩鼻市ケ原陸軍火薬製造所内 古墳 写真

13 ４ 群馬県 前橋市二子山古墳（一） 古墳 写真

13 ４ 群馬県 前橋市二子山古墳（二） 古墳 写真

13 ４ 群馬県

群馬県伊勢崎市釆女上淵名古墳 S23.６.30

第一号墳：測量風景（石室奥壁）・第四号墳：測量風景

（石室奥壁）

古墳・

埋葬施設
写真

13 ４ 群馬県
群馬県籔塚町北山古墳 S25.２.18－19

石室前記念写真（S25.２.18）・記念写真（S25.２.19）

古墳・

埋葬施設
写真
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13 ４ 群馬県
群馬県多野郡美土里村七輿塚 S26.７.17 全景・後円

部
古墳 写真

13 ５ 群馬県 群馬天神山 粘土 発掘状況 埋葬施設 写真

13 ５ 群馬県 群馬天神山 遺物出土状況 埋葬施設 写真

13 ６ 群馬県 群馬県総社古墳 全景 古墳 写真

13 ６ 群馬県 群馬県総社二子山古墳 全景（北方より） 古墳 写真

13 ６ 群馬県 群馬県総社二子山古墳 全景（南方より） 古墳 写真

13 ６ 群馬県 群馬県総社二子山古墳 前方部（西方より） 古墳 写真

13 ６ 群馬県 群馬県総社二子山古墳 後円部（東方より） 古墳 写真

13 ６ 群馬県 総社二子山古墳 括部葺石 古墳 写真

13 ６ 群馬県 群馬総社二子山古墳 東方石室入口
古墳・

埋葬施設
写真

13 ６ 群馬県 総社二子山古墳 東方石室奥壁
古墳・

埋葬施設
写真

13 ６ 群馬県 総社二子山古墳 東方石室奥壁より入口を見る
古墳・

埋葬施設
写真

13 ６ 群馬県 群馬総社二子塚 西方石室入口
古墳・

埋葬施設
写真

13 ６ 群馬県 総社二子山古墳 西方石室奥壁
古墳・

埋葬施設
写真

13 ６ 群馬県
群馬総社二子塚皇城入彦命碑・群馬総社二子塚全景

S30.９.30
古墳・その他 写真

13 ６ 群馬県
図版第二 上野二子山古墳 上野二子山古墳後円部石室

実測図 昭和十年七月実測
古墳 実測図

13 ６ 群馬県
図版第三 上野二子山古墳 上野二子山古墳前方部石室

実測図 昭和十年七月実測
古墳 実測図

13 ７ 茨城県 茨城県天神山古墳（人骨出土） S25.６.３ 埋葬施設 写真

13 ７ 茨城県 茨城県久慈郡幸久村天神山古墳 石室 S25.６.３ 埋葬施設 写真

13 ７ 茨城県 古墳分布図 茨城県 古墳 分布図

13 ７ 茨城県
古墳分布図 茨城県鹿島郡鹿島町宮中・宮中野古墳群

S45.12現在
古墳 分布図

13 ７ 茨城県
鹿島町古墳分布図 茨城県鹿島郡鹿島町宮中野古墳群

S39.秋 茂木君より
古墳 分布図

13 ７ 茨城県
茨城県鹿島町宮中野お伊勢台古墳 S＝1/400 S50.１

末（茂木君）
古墳 実測図

13 ７ 茨城県
①茨城県山木古墳出土玉類実測図 （S45.９ 上川名

氏）
装身具 実測図

13 ７ 茨城県 ②茨城県山木古墳 鉄剣ほか 武器 実測図

13 ７ 茨城県 川子塚 前方部より S24.３.18 古墳 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮内出土（茂木氏より S44.５） 杯 土器 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮内出土（茂木氏より S44.５） 甕 土器 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮内出土（茂木氏より S44.５） 土製支脚 土器 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮内出土（茂木氏より S44.５） 手捏土器 土器 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮 発掘現場 遺跡 写真

13 ７ 茨城県 鹿島神宮 出土状況 ６枚 遺跡 写真

13 ８ 茨城県

狐塚古墳 遠望

茨城県岩瀬町北着 狐塚古墳遠景・茨城県岩瀬町北着

狐塚古墳・長辺寺山

古墳 写真

13 ８ 茨城県
狐塚古墳 主体部粘土 確認状況・主体部粘土 完掘状

況
埋葬施設 写真

13 ８ 茨城県 狐塚古墳 短甲出土状態・銅鏃出土状態 武具・武器 写真

13 ８ 茨城県 狐塚古墳 土師器出土状態・前方・後方くびれ部 土器・古墳 写真

13 ８ 茨城県 狐塚古墳 鉄剣 ３点 武器 写真

13 ８ 茨城県 狐塚古墳 臼玉（14点）・狐塚古墳 刀子（１点） 装身具・武器 写真

13 ８ 茨城県 狐塚古墳 銅鏃（４点）・狐塚古墳 土師器 武器・土器 写真

13 ９ 茨城県
鹿島町宮中野古墳群（F古墳）主体部東側周 内配石・鹿

島町宮中野古墳群（G古墳）内部主体土壙
古墳 写真

13 ９ 茨城県
鹿島町宮中野古墳群（L号古墳）調査状況・鹿島町宮内野

古墳群（L号古墳）箱式石棺

古墳・埋葬施

設
写真

13 ９ 茨城県 鹿島町宮中野古墳群（L号古墳）箱式石棺 埋葬施設 写真

13 ９ 茨城県 鹿島町宮中野古墳群（L号古墳） 人骨出土状態 人骨 写真

13 ９ 茨城県 鹿島町宮中野古墳群（L号古墳）人骨 人骨 写真
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13 ９ 茨城県 鹿島町宮中野古墳群（L号古墳） 人骨 人骨 写真

13 10 茨城県
茨城県稲敷郡桜川村浮島 原１号墳 東京電気大学高等

学校考古学研究会実測（1/100）
古墳 実測図

13 10 茨城県 上図に添付 茂木氏より S47.７.22 その他 書簡

13 10 茨城県 常陸浮島にて 茂木氏より S47.８.８ その他 絵葉書

13 11 茨城県 茨城県行方郡 古 碑 拓影 石碑 拓本

13 11 茨城県 茨城県行方郡 古 碑 読下し 石碑 メモ

13 12 茨城県 茨城県那珂湊市 三塚 石棺の蓋 S.24.５ 埋葬施設 写真

13 12 茨城県 平磯古墳三ツ塚出土品 壺と剣 S.24.５ 土器・武器 写真

13 12 茨城県 三ツ塚十二号 石室 埋葬施設 写真

13 12 茨城県 三ツ塚古墳 古墳 写真

13 13 茨城県
図版第二 鏡塚古墳後円部（上）及前方部（下） 『常陸

鏡塚』 国学院大学考古学研究報告第一冊
古墳 版下

13 13 茨城県
図版第三 粘土 北端（上）及南端（下） 『常陸鏡塚』

国学院大学考古学研究報告第一冊
埋葬施設 版下

13 13 茨城県
図版第四 粘土 『常陸鏡塚』 国学院大学考古学研究

報告第一冊
埋葬施設 版下

13 13 茨城県
図版第六 変形四獣鏡・内行花文鏡 『常陸鏡塚』 国学

院大学考古学研究報告第一冊
鏡 版下

13 13 茨城県
図版第七 勾玉・管玉・ガラス小玉 『常陸鏡塚』 国学

院大学考古学研究報告第一冊
装身具 版下

13 13 茨城県
図版第八 滑石製玉類 『常陸鏡塚』 国学院大学考古学

研究報告第一冊
装身具 版下

13 13 茨城県
図版第九 滑石製模造品（ヤリガンナ・鑿・鏨） 『常陸

鏡塚』 国学院大学考古学研究報告第一冊
石製模造品 版下

13 13 茨城県
図版第一〇 滑石製模造品（刀子） 『常陸鏡塚』 国学

院大学考古学研究報告第一冊
石製模造品 版下

13 13 茨城県
図版第十一 滑石製模造品（ ） 『常陸鏡塚』 国学院

大学考古学研究報告第一冊
石製模造品 版下

13 13 茨城県
図版第十二 滑石製石釧・同紡錘車 『常陸鏡塚』 国学

院大学考古学研究報告第一冊

石製模造品・

石製品
版下

13 13 茨城県
図版第十三 滑石製模造品（鎌・鋤）及櫛出土状況 『常

陸鏡塚』 国学院大学考古学研究報告第一冊

石製模造品・

装身具
版下

13 13 茨城県
図版第十四 鉄製品各種及棺材残片 『常陸鏡塚』 国学

院大学考古学研究報告第一冊

鉄製品・埋葬

施設
版下

13 13 茨城県
第九図 ガラス小玉・滑石臼玉 『常陸鏡塚』 国学院大

学考古学研究報告第一冊
装身具 版下

13 13 茨城県
第二図 埴輪断片 『常陸鏡塚』 国学院大学考古学研究

報告第一冊
埴輪 版下

13 13 茨城県 茨城県磯浜村車塚全景 古墳 写真

13 14 茨城県
挿図第十一 石釧 ４区西・４区東 （『常陸鏡塚』には

別にトレースした図面を掲載している）
石製品 図版

13 14 茨城県
挿図第十二 石釧 52・54 （『常陸鏡塚』には別にトレ

ースした図面を掲載している）
石製品 図版

13 14 茨城県

挿図第十四 ５・７・14・16・17・18・19・20・21・

22・29・31・32・39・44・45 （『常陸鏡塚』には別にト

レースした図面を掲載している）

石製模造品 図版

13 14 茨城県
挿図第十五 鏨 １・２ （『常陸鏡塚』には別にトレー

スした図面を掲載している）
石製模造品 図版

13 14 茨城県
挿図第十六 ヤリガンナ・鑿 １・３ （『常陸鏡塚』に

は別にトレースした図面を掲載している）
石製模造品 図版

13 14 茨城県

挿図第十七 刀子 15・23・24・26・27・28・40・41・

42・43 （『常陸鏡塚』には別にトレースした図面を掲載

している）

石製模造品 図版

13 14 茨城県
挿図第十九 石釧 ３・４ （『常陸鏡塚』には別にトレ

ースした図面を掲載している）
石製品 図版

13 14 茨城県 発掘風景 古墳 写真

13 14 茨城県 遺物出土状態 埋葬施設 写真

13 14 茨城県 主体部発掘状態 埋葬施設 写真

13 14 茨城県

第三図 鏡塚墳形実測図（報告書のキャプションは「第

三図 鏡塚古墳実測図」）『常陸鏡塚』 国学院大学考古

学研究報告第一冊

古墳 版下
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13 14 茨城県

第四図 内部主体及遺物出土状態（報告書のキャプショ

ンは「第四図 内部主体及遺物出土状態実測図」） 『常

陸鏡塚』 国学院大学考古学研究報告第一冊

埋葬施設 版下

13 14 茨城県 鏡塚古墳実測図（墳頂部トレンチ合成図） 古墳 図版

13 14 茨城県
滑石製品出土状態（『常陸鏡塚』には別にトレースした図

面を掲載している）

石製品・石製

模造品
図版

13 14 茨城県
紡錘車（『常陸鏡塚』には別にトレースした図面を掲載し

ている）
石製品 図版

13 14 茨城県
鏡塚 粘土 第１～４区実測図（４枚接合） S24.８.

29
埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第１区断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第２区断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第３・４区断面（２枚接合） 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県
粘土 第１区イ－ロ（報告書 C－D）断面・第１区ハ－

ニ（報告書A－B）断面・第１区ホ－へ断面
埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第２区A－B（報告書 E－F）断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 E－F（報告書 G－H）断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第１区A－C（報告書 S－T）断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第１区A－B断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第４区A－B断面・C－D断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 粘土 第３区断面 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 第４区 遺物出土状況 埋葬施設 実測図

13 14 茨城県 調査時メモ 埋葬施設 メモ

13 14 茨城県 鏡塚古墳遺物貸出品目 ３枚 その他 表

13 15 茨城県 観音寺山一号墳 古墳 写真

13 15 茨城県 観音寺山二号墳・湯殿山塚 古墳 写真

13 15 茨城県 観音寺山古墳群 古墳 写真

13 15 茨城県 牛堀町観音寺山１号墳 昭和48年３月調査 S:1/100 古墳 実測図

13 15 茨城県
茨城県行方郡牛堀町上戸観音寺山２号墳 出羽三山系塚

昭和48年３月調査 S:1/100
古墳 実測図

13 15 茨城県
常陸牛堀町浅間塚古墳 縮尺200/1 昭和48年３月４月

東京電気大学高校考古学研究会
古墳 実測図

13 16 埼玉県 川越市的場牛塚古墳 墳丘測量図 古墳 実測図

13 16 埼玉県 川越市的場牛塚古墳 石室平面図 古墳 実測図

13 16 埼玉県 川越市的場牛塚古墳 土層断面図 古墳 実測図

13 16 埼玉県 川越市的場牛塚古墳出土（封土中） 土器 土器 実測図

13 17 埼玉県 埼玉県権現山遺跡（横川氏贈） 遺跡 写真

13 17 埼玉県 埼玉県五領遺跡Ｂ区特殊遺構（金井塚良一氏贈） 遺跡 写真

13 17 埼玉県 壺形土器 土器 写真

13 17 埼玉県 底部穿孔壺形土器 土器 写真

13 17 埼玉県 埼玉県五領遺跡 B区特殊遺構 平面図 遺構 実測図

13 17 埼玉県 埼玉県五領遺跡 B区特殊遺構 平面図 遺構 実測図

13 18 東京都
世田谷区大蔵町 殿山第一号墳 実測図（茂木氏実測）

S41.７
埋葬施設 実測図

13 18 東京都 世田谷区殿山二号墳 石室実測図 S41.７ 調査 埋葬施設 実測図

13 18 東京都 第一号墳 全景 古墳 写真

13 18 東京都 第一号墳 石室 全景（正面から） 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 石室 全景（正面から） 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 石室 玄室（背面から） 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 石室 玄室（正面向って左から） 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 遺物出土状態 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 直刀出土状態 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第一号墳 玉類出土状態 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第二号墳 石室 全景 埋葬施設 写真

13 18 東京都 第二号墳 石室 玄室 埋葬施設 写真

13 19 東京都
武蔵国荏原郡調布村上沼部亀甲山古墳実測図 平面 縮

尺弐百分之壱 谷木光之助氏寄贈
古墳 実測図

13 19 東京都 武蔵亀甲山 古墳 写真・実測図

13 19 東京都 図版第十五 荏原古墳群（其八） 亀甲山古墳 古墳 図版

13 19 東京都 図版第十六 荏原古墳群（其九） 亀甲山古墳外形実測図 古墳 図版

13 19 東京都 武蔵亀甲山 史跡標柱 人物２名 古墳 写真

13 19 東京都 亀甲山頂実測図作成 人物４名 古墳 写真
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13 19 東京都 亀甲山上古墳実測図 人物８名 古墳 写真

13 19 東京都 武蔵宝莱山古墳下部 人物２名 古墳 写真

13 20 埼玉県

武蔵・北埼玉・樋檜川村・古墳

御室神社 参道（社務所発行） 絵葉書

御室神社 背面（社務所発行） 絵葉書

古墳（神社裏）

埴輪・馬具（鐘形杏葉・辻金具ほか）・小玉

古墳・埴輪・

馬具・装身具
絵葉書・写真

13 20 埼玉県
「古墳が語る千年の神秘 最近発掘された埼玉県の古

墳」『アサヒグラフ』24-12（通巻第593号） S10.３.20号
古墳 雑誌切抜

13 21 東京都 目黒区富士見台 三合塚 S37.10.12写 遺跡 写真

13 21 東京都 遺跡調査風景 遺跡 写真

13 21 東京都 下沼部古墳 十五年十月廿七日 古墳 写真

13 22 ／ 塚越古墳 実測図 1:60 実測・製図…神沢 古墳 実測図

13 22 ／ 日野一郎氏より S34.４.12 その他 書簡

13 23 ／
稲荷前古墳調査団 『稲荷前古墳群調査中間報告』

1969.４.12
古墳 パンフレット

13 23 ／ 稲荷前古墳群航空写真 S44.４.16 小出義浩氏より 古墳 写真

13 24 神奈川県 トオノ山古墳 羨道入口・トオノ山古墳 羨門部 古墳 写真

13 24 神奈川県 トオノ山古墳 羨道断面・トオノ山古墳 羨道 古墳 写真

13 24 神奈川県 神奈川県トオノ山古墳 羨道 古墳 写真

13 25 神奈川県 北高森古墳群（北方より見る） 古墳 写真

13 25 神奈川県 北高森古墳群（西南下方より） 古墳 写真

13 25 神奈川県 北高森古墳群（南側より望む） 古墳 写真

13 25 神奈川県
第一号墳墳丘・第一・第二号墳中間トレンチ内出土土師

器
古墳・土器 写真

13 25 神奈川県 第一号墳石室（南方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第一号墳石室（東方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第一号墳石室（東方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県
第一号墳石室内羨門部付近西壁・前庭部西側付近（鉄製

品）
埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第二号墳石室（南方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第二号墳石室（南方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第二号墳石室（東方より） 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 第二号墳羨門附近（刀子）・同上 石室内奥壁付近 埋葬施設 写真

13 25 神奈川県
第二号墳石室東壁セクション・同上 奥壁北側セクショ

ン
埋葬施設 写真

13 25 神奈川県 小野山節氏より その他 絵葉書

13 26 神奈川県 北高森古墳全体測量図 1000分の１ 古墳 実測図

13 26 神奈川県
北高森古墳地籍図 500分の１・２号墳封塞部出土（刀子）

実大
古墳・武器 実測図

13 26 神奈川県 神奈川県北高森古墳第１号墳実測図 縮尺1/20 古墳 実測図

13 26 神奈川県 神奈川県北高森古墳第１号墳展開図 縮尺1/20 埋葬施設 実測図

13 26 神奈川県 神奈川県北高森古墳第２号墳実測図 縮尺1/20 古墳 実測図

13 26 神奈川県 神奈川県北高森古墳第２号墳展開図 縮尺1/20 埋葬施設 実測図

13 26 神奈川県 北高森第一号墳 須恵器 土器 実測図

13 27 神奈川県

花水川流域の古墳横穴に就いて 武相考古会

１．相模国中郡比々多村三ノ宮古墳群・２．相模国中郡

比々多村三ノ宮古墳発掘物・３．相模国中郡大根村・金

目村横穴出土物

古墳・横穴 絵葉書・解説

13 27 神奈川県 相模国中部大野村 大塚古墳出 埴輪片 埴輪 拓本

14 １ 千葉県
『千葉県松戸市紙敷河原塚古墳調査報告について』

S31.１.13
古墳 報告書

14 １ 千葉県 河原塚古墳 発掘状況 古墳 写真

14 １ 千葉県 河原塚古墳 遺物出土状況 古墳 写真

14 １ 千葉県 河原塚古墳 全景 ２枚 古墳 写真

14 １ 千葉県 河原塚古墳 鉄剣出土状態 古墳 写真

14 １ 千葉県 河原塚古墳 人骨出土状態 ２枚 古墳 写真

14 １ 千葉県 松戸市紙敷河原塚古墳 平面図 古墳 実測図

14 １ 千葉県 河原塚古墳 断面図 古墳 実測図

14 １ 千葉県 河原塚古墳 築造想定図 古墳 実測図
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14 １ 千葉県 河原塚古墳 主体部人骨及副葬品 古墳 実測図

14 １ ／ 彫刻ある紡錘車 出土地名表 石製品 表

14 ２ 千葉県 千葉市北生実町 大覚寺山古墳 S45.12.13 古墳 写真

14 ２ 千葉県
石釧 千葉市北生実町 七廻塚（千葉一高資料） S33発

見
石製品 拓本

14 ３ 千葉県
大場磐雄・寺村光晴 S36.９ 「上総市原古墳群の調査」

『國學院雑誌』 62－９
古墳 抜刷

14 ３ 千葉県
千葉県市原市向原三号墳出土鉄器（鉄鏃）・出土状態

S36.３
武器 写真

14 ３ 千葉県 四号墳（石室）・四号墳（石室外粘土状態） 埋葬施設 写真

14 ３ 千葉県
市原市四号墳（玄門部）・羨道部土器（須恵器）出土 S36.

３

埋葬施設・

土器
写真

14 ３ 千葉県 市原市 四号墳出土鉄器・玄室内金環出土状態 S36.４ 鉄製品・装身具 写真

14 ３ 千葉県 市原市四号墳 羨道出土須恵器ハソウ 土器 写真

14 ３ 千葉県 上総国市原郡内古墳 人類学教室 古墳 写真

14 ４ 千葉県

千葉県市原市向原第一号墳ト土師器住居跡 S36.３

第１号墳墳丘残存部断面（下に住居址の一部が見える）・

第１号住居址内スキ出土状態

古墳・遺構 写真

14 ４ 千葉県
第１号住居址内遺物出土状態・第１号墳々丘下弥生式住

居址内 宮ノ台式土器
遺構 写真

14 ４ 千葉県 第１号墳々丘下第１号住居址・第１号住居址内カマド 遺構 写真

14 ５ 千葉県 千葉 五万分の一 遺跡分布地図 遺跡 分布図

14 ５ 千葉県 佐倉 五万分の一 遺跡分布地図 遺跡 分布図

14 ５ 千葉県 千葉市周辺遺跡分布表 遺跡 表

14 ５ 千葉県 『1961 千葉市文化財展』 その他 パンフレット

14 ５ 千葉県 千葉市今井狐塚 古墳 メモ

14 ５ 千葉県
千葉市生実町大覚寺山古墳（前方後方か）S45.２.13 ５

枚
古墳 写真

14 ６ 千葉県 金塚 全景 古墳 写真

14 ６ 千葉県 墳頂埴輪 甘粕氏 埴輪 写真

14 ６ 千葉県 墳頂埴輪 甘粕氏 埴輪 写真

14 ６ 千葉県 墳頂埴輪出土 甘粕氏 埴輪 写真

14 ６ 千葉県 周 切断 甘粕氏 古墳 写真

14 ６ 千葉県 遺物出土状態（甲・鏡・石枕） 甘粕氏
武具・鏡・石

製品
写真

14 ６ 千葉県 石枕出土 甘粕氏 石製品 写真

14 ６ 千葉県 石枕出土 甘粕氏 石製品 写真

14 ６ 千葉県 短甲出土 甘粕氏 武具 写真

14 ６ 千葉県 古鏡下の木片 甘粕氏 埋葬施設 写真

14 ６ 千葉県
千葉県我孫子市根戸金塚遺品 石枕・立花 S38.１.１

（茂木君より）
石製品 写真

14 ６ 千葉県
千葉県我孫子市根戸金塚遺品 鏡・甲 S38.１.２（茂

木君より）
鏡・武具 写真

14 ７ 千葉県 人物埴輪 下総国我孫子町発見（柴田氏蔵） 人類学教室 埴輪 写真

14 ７ 千葉県

下総我孫子子ノ神古墳及発見埴輪

人物埴輪（水谷乙次郎氏蔵）・子ノ神古墳 人類学教室原

板（『人類学雑誌』28－３）

埴輪・古墳 写真

14 ７ 千葉県
国府台古墳露出石 房総郷土研究資料（一） 房総郷土

研究社
埋葬施設 絵葉書

14 ８ 千葉県 下総龍角寺方形墳 古墳 写真

14 ８ 千葉県
成田史談会 『成田市の古墳群』 昭和35年調査記録第１

号 S36.３.１
古墳 パンフレット

14 ８ 千葉県 龍角寺46号墳 古墳 実測図

14 ８ 千葉県
千葉県印旛郡栄町龍角寺古墳群 縮尺 5000分の１ ２

枚
古墳 分布図

14 ９ 千葉県 古代西上総主要遺跡分布図 遺跡 分布図

14 ９ 千葉県 千葉県管内図（千葉県下古代勢力図） 遺跡 地図

14 ９ 千葉県 白井町カラト台古墳 墳丘測量図 ３枚 古墳 実測図

14 ９ 千葉県 白井町カラト台古墳 石室実測図 古墳 実測図

14 ９ 千葉県 木更津市請西大山台 S49発掘 古墳 実測図

－ －187

古
墳
時
代
編

資
料
目
録



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

15 １ 東京都

大場磐雄・吉田格・寺村光晴・佐々木蔵之助 「北多摩南

地区における考古学上の調査」『北多摩文化財総合調査報

告』第１分冊 東京都教育委員会 S40.３

遺跡 抜刷

15 １ 東京都 狛江亀塚古墳之記 古墳 メモ

15 １ 東京都

亀塚の発掘・画像鏡の問題・隅田八幡神社所蔵画像鏡銘

文・隅田八幡宮蔵古鏡訓釈一覧表・隅田八幡蔵画像鏡訓

釈異同表・金銅板の問題・深大寺関係・刑部直刀自

原稿 原稿

15 １ 東京都 亀塚古墳 円筒埴輪・須恵器坩 ６.７ 埴輪・土器 写真

15 １ 東京都 狛江白井塚 1963.９ 古墳 写真

15 ２ 東京都 狛江古墳群（兜塚） S38.12 石井氏より 古墳 写真

15 ２ 東京都 亀塚 墳丘測量図（青焼） 古墳 実測図

15 ２ 東京都 亀塚 土層断面図 古墳 実測図

15 ２ 東京都 亀塚 土層断面図（青焼） 古墳 実測図

15 ２ 東京都 亀塚 箱式石棺実測図 埋葬施設 実測図

15 ２ 東京都
『東京都北多摩郡狛江村全図 一万分之一』 S25.10.

１ 狛江村役場
その他 地図

15 ２ 東京都 亀塚碑 その他 メモ

15 ２ 東京都 亀塚の調査年次 古墳 メモ

15 ２ 東京都 亀塚周辺見取図 古墳 メモ

15 ２ ／ 原稿章立てほか 古墳 原稿

15 ３ 東京都 古墳全景（一）（６月９日） 古墳 写真

15 ３ 東京都 古墳全景（二）封土断面（６月９日） 古墳 写真

15 ３ 東京都 慰霊祭（６月10日） 古墳 写真

15 ３ 東京都 記念撮影 S26.６.13 古墳 写真

15 ４ 東京都 石棺（一） 天井石 ６月10日 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺（二） 天井石 ６月10日 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺（三） 石棺全景（北方より） S26.６.10 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺（四） 石棺全景（西方側面・東方側面） S26.６.10 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺（五） 石棺全景 S26.６.10 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺（六） 石棺全景 S26.６.10 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺全景 ６.10 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺石組 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺石組 埋葬施設 写真

15 ４ 東京都 石棺石組 埋葬施設 写真

15 ５ 東京都 上部木炭 （一） 上部木炭 切断 S26.６.11 埋葬施設 写真

15 ５ 東京都
上部木炭 （二） 上部木炭 内部・同上（遺物出土）

S26.６.11
埋葬施設 写真

15 ５ 東京都 上部木炭 埋葬施設 写真

15 ５ 東京都 遺物出土状態（耳飾・金銅製毛彫飾板）
埋葬施設・装

身具
写真

15 ６ 東京都 狛江亀塚下部木炭 内遺物出土状態 埋葬施設 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（一） 全景 埋葬施設 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（二） 遺物出土状況 埋葬施設 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（三） 鏡板・木製鉄板張輪鐙出土状況 馬具 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（四） 雲珠・剣菱形杏葉出土状況 馬具 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（五） 竪櫛出土状況 装身具 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 外側（六） 雲珠・剣菱形杏葉ほか出土状況 馬具 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 附属杏葉の一部 S26.６.11 馬具 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 内部（一） 直刀・神人歌舞画像鏡 武器・鏡 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 内部（二） 直刀・神人歌舞画像鏡 武器・鏡 写真

15 ６ 東京都 下部木炭 内部（三） 六鈴釧・手玉 装身具 写真

15 ６ 東京都
下部木炭 内部（四） 直刀・神人歌舞画像鏡・管玉・

手玉

武器・鏡・

装身具
写真

15 ６ 東京都
下部木炭 内部（五） 六鈴釧・手玉・神人歌舞画像鏡

取り上げ後

武器・鏡・

装身具
写真

15 ６ 東京都 下部木炭 内部（六） 小玉・木棺
装身具・

埋葬施設
写真

15 ６ 東京都 下部木炭 内部（七） 六鈴釧・手玉 装身具 写真

15 ７ 東京都 狛江亀塚（第一期調査） 神人歌舞画像鏡 鏡 図版

15 ７ 東京都
狛江亀塚（第一期調査） 神人歌舞画像鏡実測図・銘文メ

モ
鏡 実測図・メモ

15 ７ ／ 梅原氏直記（二十六年七月十三日） 鏡 メモ
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15 ７ ／ 『文藝通予』巻十一 その他 メモ

15 ８ 東京都
狛江亀塚（第一期調査）上部木炭 発見 金銅毛彫飾板

（馬） 布片錆着
馬具 写真・実測図

15 ８ 東京都
狛江亀塚（第一期調査）上部木炭 発見 金銅毛彫飾板

（人物） 布片錆着
馬具 写真・実測図

15 ８ 東京都
東京都北多摩郡狛江町亀塚古墳出土 龍文金銅金具（部

分） 龍文金銅金具 S29.12.23
馬具 絵葉書・写真

15 ８ 東京都 上：麒麟（天馬）・下：人物 S29.12.23 馬具 写真

15 ８ 東京都 天馬 馬具 実測図

15 ９ 東京都 金銅飾板に錆着した布織２枚 その他 写真

15 ９ 東京都 金銅飾板に錆着した布織２枚 その他 写真

15 ９ 東京都 太田英蔵「亀塚出土の綾」、トレース図、写真 その他
原稿･実測図･

写真

15 10 東京都

狛江亀塚 遺物（各種）写真４枚 S27.10.７撮影

左：ガラス玉 ・右上：f字形鏡板・右下：木芯鉄板張輪

鐙・ 具

装身具・馬具 写真

15 10 東京都

馬具 写真４枚 S27.10.７撮影

上：鉄地金銅張雲珠・鉄地金銅張剣菱形杏葉・左下：剣

菱形杏葉・右下：鉄地金銅張飾金具

馬具 写真

15 10 東京都
亀塚古墳（東京都北多摩郡狛江町和泉） 木芯鉄板張輪

鐙・ 具
馬具 実測図

15 10 東京都 亀塚古墳（東京都北多摩郡狛江町和泉） f字形鏡板 馬具 実測図

15 10 東京都
亀塚古墳（東京都北多摩郡狛江町和泉） 鉄地金銅張雲

珠・鉄地金銅張剣菱形杏葉
馬具 実測図

15 11 東京都

狛江亀塚（第二期調査） S26.７.８撮影

上：古墳全景 西方より

下：古墳全景 北方より

古墳 写真

15 11 東京都 上：周 内出土埴輪・下：周 古墳 写真

15 11 東京都 周 調査（二） 東北隅周 内陶器出土状態 S26.７.11 土器 写真

15 11 東京都
周 調査（四） 北方周 トレンチ内出土状態 S26.７.

11
古墳 写真

15 11 東京都 周 調査（一） 南方周 トレンチ内出土状態 古墳 写真

15 11 東京都

周 調査（三） S26.７.２撮

上：北方周 内出土埴輪（一）・下：北方周 内出土埴輪

（二）

古墳 写真

15 11 東京都 周 古墳 写真

15 12 東京都 狛江亀塚（第三期調査） 全景 古墳 写真

15 12 東京都 多摩川方面より亀塚を望む S28.５.30 古墳 写真

15 12 東京都 北側周 一部第四トレンチ S28.６.９ 古墳 写真

15 12 東京都
上：前方部（第二トレンチ） S28.６.９

下：後方部（第五トレンチ 埴輪円筒・土製壷？）
古墳 写真

15 12 東京都
上：第四トレンチ拡張部 S28.６.９

下：第四トレンチ拡張部遺物出土状況
古墳 写真

15 12 東京都 前方部 内 古墳 写真

15 12 東京都 周 内円筒埴輪出土状態 S28.６.12 古墳・埴輪 写真

15 12 東京都 前方部北端 S28.６.13 古墳 写真

15 12 東京都
上：前方部 中馬首埴輪 S28.６.13

下：前方部北端埴輪出土状態
古墳・埴輪 写真

15 12 東京都
右：後円部南側 外側 S28.６.14・左：後円部南側

内側
古墳 写真

15 12 東京都 前方部発掘状態 S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都 前方部付近周 S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都
上：前方部角の突端 S28.６.14

下：前方部角の上側線
古墳 写真

15 12 東京都 墓穴を埋めた後 S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都 墓穴の一部及周 端 S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都 右：前方部隅 S28.６.14・左：前方部端 古墳 写真

15 12 東京都 前方部端・周 S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都 前方部角稜線を見る S28.６.14 古墳 写真

15 12 東京都 全景 S28.６.15 古墳 写真

－ －189

古
墳
時
代
編

資
料
目
録



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

16 １ 千葉県
安房神社境内発見洞窟（第一遠景）

上：洞窟遠望社務所奥・下：参道入口北近くより
遺跡 写真

16 １ 千葉県 安房神社境内発見遺物 高杯・椀・坩 土器 写真

16 １ 千葉県 安房神社境内貝輪・貝製品 装身具 写真

16 １ 千葉県 安房神社境内発見洞窟内遺物（人骨） 第一号発見 人骨 写真

16 １ 千葉県
上：安房神社洞窟第一号洞穴

下：安房神社洞窟 発掘後全体を見る
遺跡 写真

16 １ 千葉県
安房神社境内出土坩

１．坩（シバタ伝）・２．坩（トレース図）
土器 写真・実測図

16 １ 千葉県 安房神社境内出土貝輪 装身具 図版切抜

16 １ 千葉県 安房神社境内貝輪 装身具 実測図

16 １ 千葉県 安房神社境内貝輪と玉 装身具 実測図

16 １ 千葉県 安房神社境内貝 装身具 実測図

16 １ 千葉県 安房神社境内土器 土器 実測図

16 １ 千葉県 洞穴断面図 ２枚 遺跡 実測図

16 １ 千葉県
小金井良精「安房神社洞窟人骨」『史前学雑誌』第５巻第

１號
人骨 抜刷

16 ２ 千葉県

上右：酒盛塚出土鏡 S25.６.30・上左：金鈴塚出土変

形四獣鏡

下：金鈴塚出土変形四獣鏡

鏡 写真

16 ２ 千葉県 上：金銅鈴・馬鐸・下：覆輪 馬具 写真

16 ２ 千葉県

上右：双龍環頭大刀・単鳳式環頭大刀・鶏冠頭大刀・方

頭大刀・頭椎大刀・上左上：単鳳式環頭大刀・上左下：

鶏冠頭大刀・下：鶏冠頭大刀 S25.６.30

武器 写真

16 ２ 千葉県
上：銀製飾金具・金糸・下右：鉄地金銅張杏葉・下左：

鉄地金銅張杏葉
馬具 写真

16 ２ 千葉県 上：銀 金物・中：櫛・下：銀 金物 S25.６.30 装身具・武器 写真

16 ２ 千葉県 石棺を開く（北浩氏撮影） S25.４.18 埋葬施設 写真

16 ２ 千葉県
上：鉄 ・下：須恵器・１．坩・２．提瓶・３～５．横

武具・土器 絵葉書

16 ２ 千葉県
大刀柄頭 １．鳥首刀・２．獅嚙式環頭・３．単龍式環

頭・４．単鳳式環頭・青銅容器
武器・銅製品 絵葉書

16 ２ 千葉県 酒盛塚出土鏡 S25.６.30 鏡 拓本

16 ２ 千葉県 鶏冠頭大刀 武器 拓本・実測図

16 ２ 千葉県 銀 金物 S25.６.30 武器 実測図

16 ２ 千葉県 銀 金物 S25.６.30 武器 実測図・写真

16 ２ 千葉県 馬鐸 馬具 実測図

16 ２ 千葉県
二子塚（金鈴塚古墳）出土 大森信英氏より

上：台付蓋鋺・中：脚部・下：台付盤
銅製品・土器 実測図・写真

16 ２ 千葉県 二子塚（金鈴塚古墳）出土 大森信英氏より 台付蓋鋺 銅製品 実測図・写真

16 ２ 千葉県 馬鐸 ２枚 S25.６.30 馬具 拓本

16 ２ 千葉県 変形四獣鏡 S25.６.30 鏡 拓本

16 ２ 千葉県 金鈴塚（朝日 S47.７.28） その他 新聞切抜

16 ２ 千葉県 『金鈴塚遺物保存館案内』 その他 パンフレット

16 ２ ／ 五島美術館入館券 その他 入館券

16 ３ 千葉県
上総望陀郡清川村祇園沖古墳（祇園大塚山古墳）画文帯

四仏四獣鏡拓本
鏡 拓本

16 ３ 千葉県
挿図十九 上総祇園沖古墳（祇園大塚山古墳）出土画文

帯四仏四獣鏡 諸陵寮蔵
鏡 図版切抜

16 ３ 千葉県
馬鐸 上総国君津郡清川村大字祇園発掘 東京帝室博物

館蔵
馬具 図版

16 ３ 千葉県
銅鈴 上総国木更津町稲荷森（大塚）明治十四年発見（西

川勝三郎家蔵第三版） 『趣味のくさぐさ』
馬具 図版

16 ３ 千葉県
四仏四獣鏡 上総国君津郡清川村発掘（西川勝三郎家蔵

第一版） 『趣味のくさぐさ』 五島美術館蔵
鏡 図版

16 ３ 千葉県
『上代文様集』３輯 毛彫原始文及透彫唐草文 上総国

君津郡清川村大字祇園発掘兜 東京帝室博物館蔵
武具 図版

16 ３ 千葉県

『上代文様集』 第３輯 毛彫原始文及透彫唐草文 上

総国君津郡清川村大字祇園発掘兜 受鉢・眉庇・ 胴巻

板

武具 図版

16 ３ 千葉県
『帝室博物館図録』第５輯 四三．祇園大塚山古墳出土

眉庇付
武具 図版
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16 ３ ／ 『MUSEUM』 No．189 その他 雑誌

16 ４ 千葉県 上：下郡古墳遠望 S25.８.11・下：全景 S25.８.６ 古墳 写真

16 ４ 千葉県
千葉・富来田町下郡古墳 上：後円部 S25.８.６・下：

慰霊祭 S25.８.12
古墳 写真

16 ４ 千葉県
下郡遺跡遺物 S25.８.14 上：鉄製品・下右：刀子・下

左：轡
鉄製品・馬具 写真

16 ４ 千葉県

上：下郡古墳 遺物出土状態 （Bトレンチ） S25.８.

７

下：下郡古墳 遺物出土状態 （Bトレンチ） S25.８.

９

古墳 写真

16 ４ 千葉県
上：下郡古墳 遺物出土状態（Dトレンチ） S25.８.８

下：下郡古墳 遺物出土状態（Aトレンチ）
古墳 写真

16 ４ 千葉県 遺物出土状態、作業風景 古墳 写真

16 ５ 千葉県 上総・清川村長須賀古墳遺物 土器・銅製品 写真・実測図

16 ５ 千葉県
上総・清川村長須賀古墳遺物 上：銅鈴・銅鋺・刀装具・

琥珀玉・切子玉スケッチ・下：銅鈴・刀装具拓本

銅製品・

装身具

スケッチ・

拓本

16 ５ 千葉県 上総・清川村長須賀古墳遺物 右：長頸壺・左：脚付坩 土器 スケッチ

16 ６ 千葉県
上：手子塚（手古塚古墳）の丘陵上より東北方面木更津

市を望む（S48.６.１）・下：全景
古墳 写真

16 ６ 千葉県 粘土 （東方より） S48.７.14 埋葬施設 写真

16 ６ 千葉県 粘土 （東方より） S48.７.14 埋葬施設 写真

16 ６ 千葉県

手子塚（手古塚古墳）

上：粘土 全体（排水溝まで）西方より S48.７.14

下：粘土 西方より

埋葬施設 写真

16 ６ 千葉県

手子塚（手古塚古墳）

上：粘土 全体 南方より S48.７.14

下：粘土 南方より

埋葬施設 写真

16 ６ 千葉県
上：手子塚（手古塚古墳）の丘陵上より東北方面木更津

市を望む S48.６.１・下：全景
古墳 写真

16 ６ 千葉県 上：前方部 S48.７.14・下：前方部より木更津遠望 古墳 写真

16 ６ 千葉県 上：粘土 ・下：石釧等出土状態 S48.７.14 遺構 写真

16 ６ 千葉県

木更津市手子塚（手古塚古墳）出土遺物 S48.６.26

上右：銅鏃、管玉・上左：三角縁神獣鏡・四獣鏡

下右：石釧・下左：石釧・紡錘車形石製品

武器・鏡・装

身具・石製品
写真

16 ６ 千葉県 四獣鏡・三角縁神獣鏡 鏡 写真

16 ６ 千葉県 銅鏃・管玉 武具・石製品 写真

16 ６ 千葉県 石釧・紡錘車形石製品 石製品 写真

16 ６ 千葉県 石釧 石製品 写真

16 ６ 千葉県 手子塚（手古塚古墳）遠望 古墳 写真

16 ６ 千葉県 手子塚（手古塚古墳）遠望 S48.７.26 古墳 写真

16 ７ 千葉県
君津郡天羽町湊 岩板横穴の線刻（舟ほか） S42.３.５

４枚
横穴 写真

16 ７ 千葉県
天羽町金谷洞窟出土（内野氏蔵） 須恵器 S42.３.３

椙山氏
土器 写真

16 ７ 千葉県 君津郡天羽町湊 岩板横穴の線刻 横穴 写真

16 ８ 千葉県 上総九条塚発見品（飯野小学校） 古墳 写真

16 ８ 千葉県 上総内裏塚発見人物埴輪（飯野小学校蔵） 埴輪 写真

16 ８ 千葉県 内裏塚遠望 S38 古墳 写真

16 ８ 千葉県
飯野古墳群（内裏塚・三条塚・九条塚・割見塚の位置を

示す上掛け付） S38
古墳 写真

16 ８ 千葉県 内裏塚遠望 S23.２.６ 古墳 写真

16 ８ 千葉県 埋葬施設・副葬品出土状況に関するメモ 古墳 メモ

16 ９ 千葉県 千葉県 割見塚主体部 S39.４ （茂木君） ２枚 埋葬施設 写真

16 ９ 千葉県
千葉県 内裏塚古墳群中 八丁塚主体部 S39.４ （茂

木君）
埋葬施設 写真

16 ９ 千葉県 千葉県 八丁塚主体部・棺座 S39.４ （茂木君） 埋葬施設 写真

16 ９ 千葉県 千葉県 八丁塚主体部・閉鎖石 S39.４ （茂木君） 埋葬施設 写真

16 10 千葉県

『日本大学文学部絵葉書第』１輯 S38.４ 〔１〕金銅

製刀子鞘並びに巾着形容器 千葉県松尾町蕪木第５号墳

（前方後円墳） S28.７～８発見

武器・

銅製品
絵葉書

16 10 千葉県 松尾町発見（人類学教室蔵） 男子人物埴輪頭部 埴輪 写真
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16 10 千葉県
東金市教育委員会 S36.12『東金市の古墳 古墳の分

布とその概観』
古墳 報告書

16 10 千葉県 芝山はにわ博物館 S38『芝山古墳と展示品』 古墳・埴輪 パンフレット

16 10 千葉県 芝山はにわ博物館 『芝山古墳と芝山はにわ』 古墳・埴輪 パンフレット

16 10 千葉県 『名刹 芝山仁王尊』 古墳・埴輪 パンフレット

16 10 千葉県 古墳リスト 古墳 メモ

16 11 千葉県
『房総郷土研究資料（十一）』 安房郡丸村大字石堂字永

野台出土男子人物埴輪 S10.10
埴輪 絵葉書

16 11 千葉県 安房北 洞窟遺物（土師器・管玉・勾玉） 土器・装身具 写真

16 11 千葉県 安房北 町洞窟遺物（須恵器・銅釧・鉄製品）
土 器・装 身

具・鉄製品
写真

16 11 千葉県 千葉県安房郡豊房村南 八幡宮裏横穴壁画 S９.２ 横穴 写真

16 12 千葉県 香取町 男子人物埴輪 香取氏蔵 埴輪 写真

16 12 千葉県
千葉県香取郡神崎町新辺原古墳 石棺・勾玉・管玉

S40.３.12 茂木雅博君

埋葬施設・装

身具
写真

16 12 千葉県
香取郡小見川町城山古墳 武人埴輪（北浩栄男氏・千葉

一高蔵） S35.12（森谷氏）
埴輪 写真

16 12 千葉県
香取郡豊浦村富田出土 男子人物埴輪 （人類学教室蔵）

『人類学雑誌』26－29・８号
埴輪 写真

16 12 千葉県
『人類学写真集』三十一図 香取郡豊浦村富田 男子人

物埴輪 人類学教室蔵
埴輪 写真

16 12 千葉県 千葉県香取郡 大戸神社裏古墳 箱式石棺、直刀・鉄鏃
埋葬施設・

武器
写真

16 12 千葉県
『日本考古写真集』第82版 石枕 下総国香取郡神崎町

大字小松発掘 東京帝室博物館蔵
石製品 図版

17 １ ／ 人物埴輪腕部・耳部 相川考古館蔵 S27.７.15 埴輪 写真

17 １ ／
人物埴輪腕部・女子人物埴輪髷部 相川考古館蔵 S27.

７.15
埴輪 写真

17 １ ／
男子人物埴輪・大刀形埴輪・人物埴輪腕部 相川之賀氏

蔵 S18.８.30
埴輪 写真

17 １
群馬県・

栃木県

（右）上野国前橋市天川原 武人埴輪 人類学教室（123）

N24

（左）下野国河内郡雀宮村菖蒲塚 女子人物埴輪 人類

学教室（123）N24

埴輪 写真

17 １ ／
長岡町物形古墳発見埴輪（男子人物埴輪）ほか人物埴輪

頭部４点
埴輪 写真

17 １ 群馬県

相川氏蔵埴輪馬 S18.８.３

上野国産泰神社蔵 （太田三塚出土）男子人物埴輪

S18.８.29

埴輪 写真

17 １ 群馬県
人物－伊勢崎市八寸出土・形象－佐波郡三郷村八坂 相

川考古館蔵 S26.７.15
埴輪 写真

17 １ 群馬県
石川順一氏蔵 結城郡岡田村篠山古墳・川越図書館蔵（入

間郡入西村小山）・群馬県佐波郡三郷村安掘（杉川氏蔵）
埴輪 写真

17 １ 栃木県

『下野考古資料』三八 埴輪土偶首 足利郡富田村大字

寺岡

『下野考古資料』三九 埴輪被物 下都賀郡姿村大字下

古山

埴輪 絵葉書

17 １ 和歌山県 『考古図集』第５集 紀伊岩橋発掘埴輪土偶残欠 埴輪 図版

17 １ ／

原稿「埴輪についての研究－誕生とその製法及び審美性

について－」

図A・図 B：人物埴輪・図 C：馬形埴輪

埴輪
原稿・スケッ

チ

17 １ ／
第三図 弾琴・男子半身像・鷹を持つ男子・踊る人（後

２者は図版なし）
埴輪 図版切抜

17 １ ／ 男子埴輪土偶（１・２）、女子埴輪土偶（３・４） 埴輪 図版

17 １ 栃木県

『下野考古資料』四三 埴輪土偶残欠 下都賀郡姿村大

字下古山

『下野考古資料』四四 埴輪土偶残欠 足利郡富田村大

字寺岡

埴輪 絵葉書
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17 １ 栃木県

『下野考古資料』四七 埴輪土偶腕 下都賀郡姿村大字

下古山

『下野考古資料』四八 埴輪土偶腕 芳賀郡中村大字若

旅大日塚

埴輪 絵葉書

17 １ 群馬県 埴輪 人物頭部２点 上野国（？） 千壽堂蔵 埴輪 絵葉書

17 １ ／ 道昭寺村沢田長指山埴輪片 埴輪 拓本

17 １ 埼玉県 児玉町八幡城山埴輪窯 S５.９ 埴輪 拓本

17 １ 大阪府 大仙陵出土埴輪 埴輪 拓本

17 １ 栃木県 下野愛宕塚出土埴輪 埴輪 拓本

17 １ ／ 家形埴輪 埴輪 拓本

17 １ 岡山県 岡山県邑久郡牛窓町黒島発見埴輪破片 埴輪 拓本

17 １ 岡山県
イ岡山県上道郡五二田山村丸山隅多村沢田鏡古墳発見

盾埴輪片
埴輪 拓本

17 １ 岡山県
ロ岡山県上道郡五二田山村丸山隅多村沢田鏡古墳発見

盾埴輪片
埴輪 拓本

17 １ ／ 『考古図集』第八 74 埴輪土偶首（浅見作兵衛氏蔵） 埴輪 図版

17 １ ／ 頭に甕を乗せる女子人物埴輪 埴輪 図版切抜

17 １ ／ 馬形埴輪 埴輪 図版切抜

17 １ ／

１・２．形象埴輪、３・４．円筒埴輪・５．須恵器杯、

６．須恵器脚付椀、７．須恵器壺、８．須恵器高杯、９．

須恵器高台付椀

埴輪・土器 写真

17 １ 茨城県 常陸鏡塚出土埴輪（表） 埴輪 写真

17 １ 茨城県 常陸鏡塚出土埴輪（裏） 埴輪 写真

17 ２ ／ 二＊子＊＊郷土館 その他 メモ

17 ３ 長野県 伝上田市発見埴輪 S25.10.26 埴輪 写真

17 ３ 長野県 上高井郡高南町花田北天塚出土人物埴輪 埴輪 写真

17 ３ 長野県 埴科倉科将軍塚出土鳥形 埴輪 写真

17 ３ 長野県 下伊那出土 形埴輪片（S＝1/3） 埴輪 写真

17 ３ 長野県 篠ノ井町石川将軍塚出土 円筒棺 将軍塚保存会 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村高岡第１号墳出土埴輪 小学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村出土埴輪 小学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村高岡第１号墳埴輪 吉川庄作衛門氏蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村出土埴輪 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村高岡第１号墳埴輪（笠） 小学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村出土埴輪 埴輪 写真

17 ３ 長野県 竜丘村出土埴輪 円筒埴輪 埴輪 写真

17 ３ 長野県 市田村武陵地第１号墳 鉄鏃・鉄製品・埴輪 小学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 市田村出土埴輪片 中学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 上伊那郡王墓出土埴輪片 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村出土形象埴輪片 埴輪 写真

17 ３ 長野県 座光寺村高岡第１号墳出土形象埴輪 小学校蔵 埴輪 写真

17 ３ 長野県 竜丘村出土埴輪片 埴輪 写真

17 ３ 長野県 竜丘村出土埴輪片 埴輪 写真

17 ３ 長野県 須坂市高浦霧原郷社 人物埴輪 埴輪 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』４ 安田 彦 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』９ 服部有恒 その他 写真

17 ４ ／ 第二回文部省美術展覧会出品（土師部） 江崎孝坪筆 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』５ 岩田正巳 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』11 吉村忠夫 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』10 中村岳陵 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』８ 吉村忠夫 その他 写真

17 ４ ／ 『肇國創業繪巻』６ 長野草風 その他 写真

17 ４ ／
第二回文部省美術展覧会出品 古事記（遊能碁呂島）鈴

木朱雀筆
その他 写真

17 ４ ／
第六回文部省美術展覧会出品 くぶつつい 根上富治氏

筆
その他 絵葉書

17 ４ ／ 短甲 をつけた男子 その他 絵葉書

17 ４ ／ 衣装をつけた上古女子 その他 絵葉書

17 ４ ／ 「日本献上記」（歌舞伎座） 天若日子（海老蔵）S29.10 その他 写真

17 ４ ／
「日本献上記」 天若日子（海老蔵） 下照姫（梅幸）S29.

10
その他 写真

17 ４ ／ 「日本献上記」（歌舞伎座） 事代主命（左団次）S29.10 その他 写真
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17 ４ ／ 大津皇子（まり千代） 新橋東おどり S30.４ その他 写真

17 ４ ／ 藤原郎女（小くに） 新橋東おどり S30.４ その他 写真

17 ４ ／ 衣褌をつけた上代男子 その他 絵葉書

17 ４ ／ 文部省美術展覧会絵葉書 １組（５枚） その他 絵葉書

17 ５ 千葉県
下総国東葛飾郡手賀村鷲野谷字北の内所在古墳古墳之址

碑文 M33.６.７ 坪井正五郎撰 大野雲外書
石碑 拓本

17 ６ 埼玉県
上：ヒヤリ川御諸塚（拓本）

下：御室神社貴重品

鏡・装身具・

銅製品・土製

品

絵葉書

17 ６ 愛知県 尾張国知多郡石川村西宮古墳出土遺物 土器 写真

17 ６ 岐阜県 美濃海津郡城山付近出土遺物 土器 写真

17 ６ 愛知県 貨泉 志段味村古墳中より 長谷川氏 銭 拓本

17 ６ 愛知県 貨泉３枚 志段味村 佐角氏 銭 拓本

17 ７ ／ 人物埴輪 人類学教室 上：正面・中：側面・下：背面 埴輪 写真

17 ７ 愛知県 三河国青塚 埴輪 拓本

17 ７ 大阪府 仁徳陵 埴輪 拓本

17 ７ 群馬県 上野国 屋形埴輪片 埴輪 拓本

17 ７ 大阪府 仁徳陵付近 埴輪 拓本

17 ７ 大阪府 孝安陵・仁徳陵・南葛城郡秋津村室元孝安陵埴輪片 埴輪 拓本

17 ７ 大阪府 不明拓本３枚 埴輪 拓本

17 ７ 大阪府 石室各種 埋葬施設 図版切抜

17 ７ 大阪府 家形埴輪・舟形埴輪・器材形埴輪・石馬 埴輪 版下

17 ７ 大阪府 円筒埴輪・人物埴輪・馬形埴輪・鳥形埴輪・犬形埴輪 埴輪 版下

17 ７ 大阪府 人物埴輪各種 埴輪 図版切抜

17 ７ 大阪府 人物埴輪・甲 形埴輪・朝顔形埴輪・ 形埴輪・蓋埴輪 埴輪 図版切抜

17 ７ 大阪府
馬形埴輪・猿形埴輪・水鳥形埴輪・家形埴輪・猪形埴輪・

椅子形埴輪
埴輪 図版切抜

17 ７ 大阪府
円筒埴輪・人物埴輪・水鳥形埴輪・ 形埴輪・家形埴輪・

馬形埴輪・甲 形埴輪
埴輪 図版切抜

17 ７ 大阪府 副葬品各種 埴輪 図版

17 ７ 大阪府 埴輪土偶種類及び地方別表 埴輪 表

18 １ 栃木県
武人埴輪 栃木県阿蘇郡犬伏町大字犬伏車塚 東京国立

博物館蔵
埴輪 写真

18 １ 埼玉県
武人埴輪（頭部） 武蔵国北足立郡川田谷村若宮 『考古

界』８－４参照 人類学教室
埴輪 写真

18 １ 埼玉県 武人埴輪 武蔵国児玉郡大津村 人類学教室 埴輪 写真

18 １ 群馬県
盾持ち人埴輪 群馬県新田郡尾島町出土 橋本＊郎氏蔵

S30.11.17
埴輪 写真

18 １ 群馬県
武人埴輪 群馬県北群馬郡榛東村新井高塚古墳出土 群

馬大学学芸学部蔵
埴輪 絵葉書

18 １ 神奈川県 武人埴輪 武蔵国橘樹郡南加瀬横穴古墳 人類学教室 埴輪 写真

18 １ 群馬県

人物埴輪（頭部欠） 群馬県佐波郡赤掘村五目牛字北通洞

山古墳（赤掘第53号墳） 群馬大学学芸学部蔵 S39.10.

25

埴輪 写真

18 １ ／ 洞山古墳出土埴輪（腰部の猪） 埴輪 写真

18 １ 群馬県
武人埴輪 上野国佐波郡三郷村波志江 柴田常恵氏蔵

人類学教室蔵
埴輪 写真

18 １ 群馬県

右：武装靱負男子立像 上野国新田郡九合村古墳出土

松原岳南氏蔵

左：武装男子半身像 上野国佐波郡赤掘村下 古墳 杉

山壽榮氏蔵

埴輪 写真

18 １ ／ 口絵第四 武人埴輪 埴輪 写真

18 １ 栃木県 武人埴輪 栃木県芳賀郡大内村出土 埴輪 絵葉書切抜

18 １
群馬県・

茨城県

男子埴輪土偶 上：上野国佐波郡三郷村大字安掘発掘

相川之賀氏出品 下：常陸国東茨城郡川根村駒渡発掘
埴輪 絵葉書

18 １ 茨城県
『博物館年報』昭和９年度 一三 埴輪男子像 茨城県

行方郡要村大字木幡発掘
埴輪 図版

18 １ 埼玉県
埴輪男子立像 埼玉県大里郡小原村発見 國學院大學考

古学資料室所蔵
埴輪 絵葉書

18 １ 群馬県 武人埴輪 群馬県新田郡九合村出土 埴輪 図版切抜
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18 １ 群馬県
埴輪土偶 武装男子 上野国新田郡世良田村大字世良田

発掘 和田千吉蔵
埴輪 図版

18 １ 群馬県 武人埴輪 群馬県群馬郡箕輪町出土 埴輪 図版切抜

18 １ 群馬県 武人埴輪 群馬県佐波郡赤堀村出土 埴輪 図版切抜

18 １ ／ 第二図 武装埴輪像・男子立像 埴輪 図版切抜

18 １
茨城県・

群馬県

武装男子埴輪土偶

右：常陸国行方郡秋津村大字青柳発掘・左：上野国新田

郡世良田村大字世良田発掘

埴輪 絵葉書切抜

18 １
群馬県・

埼玉県

武装男子埴輪土偶

上：上野国群馬郡岩鼻火薬製造所構内発見・下：武蔵国

北埼玉郡上中條村発掘

埴輪 絵葉書

18 １ ／ 盾持ち人物埴輪・武人埴輪３体 埴輪 図版切抜

18 １ 埼玉県
『日本考古学資料写真集』第三五版 埴輪土偶 武蔵国

北埼玉郡上中條村発掘 武装男子
埴輪 図版

18 １ 栃木県

『下野考古資料』四五 埴輪土偶 阿蘇郡犬伏町車塚

『下野考古資料』四六 埴輪土偶首 下都賀郡野木村大

字野渡浅間社址

埴輪 絵葉書

18 １
群馬県・

熊本県

右：上野国勢多郡上川淵村大字朝倉発掘・左：肥後国八

代郡野津村大字野津発掘
埴輪 絵葉書

18 １ ／ 武人埴輪片 国学院大学蔵 埴輪 写真

18 １ 群馬県
男子武人埴輪土偶 上野国新田郡世良田村大字世良田字

小角田前発掘 和田千吉蔵
埴輪 図版

18 ２ ／ 陰部露出の男子埴輪 埴輪 写真

18 ２ 茨城県 茨城県西茨城郡＊引村（真崎＊己氏蔵） S33.12.21 埴輪 写真

18 ２ 栃木県 下野国芳賀郡京泉 陰茎を露出する男子像 埴輪 写真

18 ２ 群馬県
上野国佐波郡剛志村大字上武士発掘 陽物を露出する男

子像
埴輪 写真

18 ２ 栃木県 下野国芳賀郡大内村大字京泉発掘 弾琴男子半身像 埴輪 写真

18 ３ 千葉県 芝山埴輪 笠をかぶる人 埴輪 写真

18 ３ 千葉県 芝山埴輪 帽子をかぶる髯のある人 ３枚 埴輪 写真

18 ４ 茨城県
人物埴輪 茨城県行方郡牛堀町発見 S48.５ 茂木氏

贈
埴輪 写真

18 ４ 茨城県
人物埴輪 茨城県行方郡牛堀町発見 S48.６ 茂木氏

贈
埴輪 写真

18 ５ 東京都 人物埴輪 東京都田園調布 照善寺蔵 S26.２.27 埴輪 写真

18 ５ 群馬県
人物埴輪 群馬県妥女村上淵名古墳出土 S26.６.30

右：第二号墳出土 左：第四号墳出土
埴輪 写真

18 ５ ／ 第三〇図 埴輪の鷹匠 埴輪 図版切抜

18 ５ ／ 農夫埴輪 『明治大学考古学絵葉書』第七輯 埴輪 絵葉書

18 ５ 兵庫県 人物埴輪 兵庫 山本発次郎氏蔵 埴輪 絵葉書

18 ５ 群馬県
人物埴輪（頭部） 群馬県佐波郡赤堀村洞山古墳 群馬大

学学芸学部蔵 S39.10.25
埴輪 写真

18 ５ 茨城県
人物埴輪（笑う埴輪） 常陸国多賀郡松原町大字高萩字向

原
埴輪 写真

18 ５
千葉県・

栃木県

人物埴輪（頭部） 上：上総国内裏塚・下：栃木県足利郡

葉鹿町熊野山出土 ノ一 S４.３.７発見
埴輪 写真・絵葉書

18 ５ 群馬県
人物埴輪（頭部） 上野国碓氷郡八幡村発見 人類学教室

蔵
埴輪 写真

18 ５ 茨城県
人物埴輪（頭部） 常陸国新治郡七倉村上稲吉（人誌27巻

５号参照） 人類学教室蔵
埴輪 写真

18 ５ ／
人物埴輪（頭布をかぶる男子） 柴田常恵氏蔵 人類学教

室
埴輪 写真

18 ５ 群馬県
人物埴輪（頭部） 上野国佐波郡三郷村赤堀 松川之賀氏

人類学教室
埴輪 写真

18 ５ 群馬県 人物埴輪（胴部） 群馬県発見 静岡市野崎氏蔵 埴輪 写真

18 ５ 群馬県
『博物館年報』昭和10年度 埴輪男子半身像 群馬県佐

波郡赤堀村下 古墳出土
埴輪 図版

18 ５ 埼玉県
『日本考古写真集』 埴輪土偶（人物埴輪） 武蔵国北足

立郡川田谷村字八幡原発掘 東京帝室博物館
埴輪 図版

18 ５ ／
『考古図集』第14集 男子首（人物埴輪頭部） 和田千吉

氏蔵
埴輪 図版

18 ５ ／ 『考古図集』第14集 男子（人物埴輪） 和田千吉氏蔵 埴輪 図版
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18 ５
岡山県・

茨城県

埴輪土偶（人物埴輪） 東京帝室博物館蔵

右：備前国赤磐郡可眞村発掘・左：常陸国行方郡大生原

村大字大賀発掘

埴輪 図版

18 ５
岡山県・

茨城県

『日本考古資料写真集』 埴輪土偶男子（人物埴輪）

右：備前国赤磐郡可眞村発掘 帝室博物館蔵・左：常陸

国行方郡大生原村大字大賀発掘

埴輪 図版

18 ５
埼玉県・

岡山県

男子埴輪土偶（人物埴輪）

右：武蔵国北足立郡川田谷村字八幡原発掘 ・左：『岡

山県考古資料』 備前赤磐郡可眞村発掘

埴輪 絵葉書

18 ５ 栃木県
『下野考古資料』 埴輪土偶（人物埴輪上半身） 芳賀郡

中村大字若旅大日塚
埴輪 絵葉書

18 ５ 埼玉県
『博物館年報』昭和５年度 第九図版 埴輪男子像 埼

玉県児玉郡東児玉村字十條発掘
埴輪 図版

18 ５ 栃木県
被帽の男子（人物埴輪） 下野国下都賀郡南犬飼村大字安

塚発掘
埴輪 絵葉書

18 ５ 栃木県
埴輪男子像 伝栃木県足利市牛塚古墳出土 慶応大学文

学部
埴輪 絵葉書

18 ５ 茨城県
男子埴輪土偶（人物埴輪） 下総国猿島郡森戸村大字百戸

発掘
埴輪 絵葉書

18 ５

神 奈 川

県・栃木

県

『博物館年報』大正14年度 第三一図版 埴輪土偶（人

物埴輪） 加藤多米氏出品・右：武蔵橘樹郡大曽根村出土

左：足利出土

埴輪 図版

18 ５ 栃木県
右：有髯の男子 下野国芳賀郡中村大字若旅発掘

左：盤領衣着用女子 下野国芳賀郡葉鹿町字熊野発掘
埴輪 絵葉書

18 ５ 東京都
考古学会第22回総会記念絵葉書 埴輪土偶（人物埴輪）

武蔵上沼邊 照善寺蔵 T６.５.20
埴輪 絵葉書

18 ５ ／
男子首（人物埴輪頭部） 相川之賀氏蔵 『考古図集』 第

14集
埴輪 図版

18 ５
茨城県・

埼玉県

埴輪土偶（人物埴輪）

右：下総国猿島郡新郷村大字中田町発掘・左：武蔵国比

企郡大谷村大字花ノ木発掘

埴輪 絵葉書

18 ５ 群馬県

男子埴輪土偶（人物埴輪）

上：上野国佐波郡妥女村大字淵名発掘・下：上野国群馬

郡箕輪村八幡社前発掘

埴輪 絵葉書

18 ５ 茨城県 人物埴輪（有髯・帽子を被る人） 茨城県出土 天目＊ 埴輪 写真

18 ５ 茨城県 人物埴輪（頭部・胴部） 茨城県矢田部町 石川氏旧蔵 埴輪 写真

18 ５ ／ 人物埴輪 埴輪 写真

18 ５ 茨城県
『博物館年報』昭和５年度 第一四図版 埴輪男子像

茨城県筑波郡小野川村大字横場発掘
埴輪 図版

18 ５ 栃木県
『博物館年報』昭和５年度 第一六図版 栃木県下都賀

郡南犬飼村大字安塚発掘
埴輪 図版

18 ５ 群馬県
埴輪男子立像 伊勢崎市豊城町出土 重要美術品 相川

考古館蔵
埴輪 絵葉書

18 ５ 群馬県
埴輪男子立像 伊勢崎市豊城町出土 重要美術品 相川

考古館蔵
埴輪 絵葉書

18 ５ 群馬県 農夫の二人（人物埴輪） 上野国佐波郡殖蓮村権現山発掘 埴輪 絵葉書

18 ５ 茨城県
男子埴輪土偶（人物埴輪） 下総国猿島郡森戸村大字百戸

発掘
埴輪 絵葉書

18 ６ 埼玉県
『埼玉文化』月報120号 弾琴男子埴輪像 埼玉県大里郡

本畠村船山古墳発見 深谷市高田儀三郎氏蔵
埴輪 写真

18 ６ 茨城県
人物埴輪 茨城県西茨城郡西引村 真崎氏蔵 S33.５.

21
埴輪 写真

18 ６ 群馬県
弾琴埴輪 勢多郡上川淵村出土 相川考古館蔵 S26.

７.15撮
埴輪 写真

18 ６ 群馬県
弾琴埴輪 勢多郡上川淵村出土 相川考古館蔵 S26.

７.16撮
埴輪 写真

18 ６ 群馬県 弾琴埴輪 勢多郡上川淵村出土 相川考古館蔵 埴輪 写真

18 ６ 茨城県
跪坐の男子像 常陸国行方郡秋津村大字青柳字不二内発

掘 東京帝国大学理学部人類学教室蔵
埴輪 図版

18 ６ ／ 第四図 埴輪（踊る人） 埴輪 版下

18 ６
群馬県・

埼玉県

右：奏楽の男 上野国佐波郡剛志村発掘 ・左：踊る男

女 武蔵国大里郡小原村発掘
埴輪 絵葉書
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18 ６
埼玉県・

群馬県

右：円頭の男子像 武蔵国北埼玉郡南河原村大字南河原

発掘 帝室博物館蔵・左：帯を背に結び垂れし男子像

上野国佐波郡殖蓮村大字八寸発掘 帝室博物館蔵

埴輪 図版

18 ６ 埼玉県
被冠の男子半身像 武蔵国大里郡明戸村大字上増田字西

浦発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ６ 群馬県
『博物館年報』昭和５年度 第八図版 埴輪男子像 群

馬県佐波郡剛志村大字上武士発掘
埴輪 図版

18 ６ 埼玉県
踊る人 武蔵国大里郡小原村大字野付発掘 帝室博物館

蔵
埴輪 図版

18 ６ 群馬県
太鼓を打つ男子半身像 上野国佐波郡剛志村大字上武士

発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ６ 群馬県
壺を打つ男子半身像 上野国佐波郡剛志村大字上武士発

掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ６ ／ 踊る男女 埴輪 図版切抜

18 ６ 埼玉県 弾琴埴輪 埼玉県大里郡本畠村船山古墳発掘 埴輪 写真

18 ７ ／ 帝室博物館編纂 『埴輪集成図鑑』第一 図版解説 埴輪 解説

18 ７ ／ 帝室博物館編纂 『埴輪集成図鑑（第一回）』表紙 埴輪 表紙

18 ７ 茨城県
III 第二 耳孔から美豆良を垂れている人物像 常陸

国筑波郡小野川村大字横場発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７
埼玉県・

栃木県

I 第九

上：撞木形美豆良の男子半身像 武蔵国比企郡大谷村字

串引発掘 根岸伴七氏蔵

下：短衣着用有髯の男子半身像 下野国芳賀郡中村大字

若旅大日塚発掘 和田千吉蔵

埴輪 図版

18 ７ ／
Ⅰ 第三 革衣に鈴帯の男子半身像 発掘地未詳 大坪

正義氏蔵
埴輪 図版

18 ７
群馬県・

静岡県

Ⅰ 第一八 男子首 柴田常恵氏蔵

上： 上野国佐波郡三郷村大字波志江発掘

下：伊豆国田方郡川西村字小坂駒形神社境内発掘

埴輪 図版

18 ７
群馬県・

静岡県

Ⅰ 第一〇

上：男子半身像 上野国群馬郡箕輪村発掘 某氏蔵

下：胡坐せる男子像遠江国浜名郡知波田村大字利木字上

平発掘 帝室博物館蔵

埴輪 図版

18 ７ 埼玉県
Ⅰ 第一六 被帽の男子半身像 武蔵国北足立郡川田谷

村字八幡原発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 栃木県
Ⅰ 第二二 被帽の男子立像 下野国下都賀郡南犬飼村

字安塚発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 群馬県

Ⅰ 第四〇 上： を纒う男子像頭部 上野国発掘 帝

室博物館蔵・下：被帽の男子半身像 上野国佐波郡三郷

村大字安堀発掘 帝室博物館蔵

埴輪 図版

18 ７ 群馬県

Ⅰ 第三六 上：帽を被る男子首 上野国佐波郡剛志村

大字下武士発掘 帝室博物館蔵・下：帽を被る男子像残

欠 上野国勢多郡上川淵村大字朝倉発掘 帝室博物館蔵

埴輪 図版

18 ７
茨城県・

千葉県

Ⅰ 第一一 男子像頭部二種 柴田常恵氏蔵

上：下総国猿島郡森戸村大字百戸発掘・下：下総国東葛

飾郡我孫子町発掘

埴輪 図版

18 ７

神 奈 川

県・埼玉

県

Ⅰ 第二五 被帽の男子首 帝室博物館蔵 上：武蔵国

橘樹郡旭村大字駒岡発掘・下：武蔵国北埼玉郡南河原村

大字南河原発掘

埴輪 図版

18 ７ 埼玉県
Ⅰ 第二四 男子像 武蔵国大里郡大寄村大字上敷免発

掘
埴輪 図版

18 ７ 埼玉県
Ⅰ 第四 天冠着用男子立像 武蔵国比企郡大谷村字花

ノ木発掘 根岸伴七氏蔵
埴輪 図版

18 ７ 茨城県
Ⅰ 第一二 白玉の頚玉を纒いた男子半身像 下総国猿

島郡森戸村大字百戸発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 埼玉県
Ⅰ 第三五 男子像 武蔵国大里郡大寄村字上敷免発掘

帝室博物館
埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ 第一五 巾を頭にのせている人物半身像 上野国佐

波郡殖蓮村大字八寸字権現山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 栃木県
Ⅰ 第二三 被帽の男子立像 下野国下都賀郡南犬飼村

大字安塚発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版
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18 ７ 茨城県
Ⅰ 第一 帯を結び垂れた男子半身像 下総国猿島郡新

郷村大字中田町発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 茨城県
Ⅰ 第三三 負の男子像 常陸国東茨城郡川根村大字

駒形発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ 第八 鎌を帯にする男子半身像 上野国佐波郡赤堀

村大字下 字石山発掘
埴輪 図版

18 ７ ／
Ⅰ 第二一 右：男子半身像 左：男子立像足部 相川

之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ７ 群馬県

Ⅰ 第三八

上：玉飾帽を被る男子像頭部 上野国佐波郡植蓮村大字

八寸字権現山発掘 帝室博物館蔵

下：白玉の頚飾をする男子半身像 上野国佐波郡殖蓮村

大字八寸権現山発掘 相川之賀氏蔵

埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ 第一九 男子首・男子像 上野国邑楽郡大川村発掘

相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ７ 群馬県

Ⅰ 第四二 帽着用の男子像 相川之賀氏蔵

右・中：上野国佐波郡殖蓮村大字八寸・下：上野国邑楽

郡大川村発掘

埴輪 図版

18 ７ 群馬県

Ⅰ 第三七

上：掛帯をした男子像 上野国群馬郡箕輪村八幡社前発

掘 帝室博物館蔵 相川之賀氏蔵

下：下げ美豆良の男子首 上野国佐波郡殖蓮村発掘 相

川之賀氏蔵

埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ第二〇 被帽の男子半身像二軀 上野国邑楽郡大川村

発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ７ 岡山県
Ⅰ 第二六 上げ美豆良の男子首 備前国赤磐郡可眞村

発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 埼玉県

Ⅰ 二七

上：隆眉の男子首 武蔵国大里郡吉見村大字 山発掘

根岸伴七氏蔵

下：十字に彩った首 武蔵国大里郡吉見村大字 山発掘

根岸伴七氏蔵

埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ 第二 鍬を肩にした男子半身像 上野国佐波郡殖蓮

村権現山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 栃木県
Ⅰ 第四三 笠形被物男子椅像 下野国芳賀郡真岡町字

亀山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 群馬県
Ⅰ 第一七 鍬を肩にする男子半身像 上野国佐波郡剛

志村大字上武士発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ７ 茨城県
Ⅰ 第二四 喉輪様のものを垂れた男子半身像 常陸国

真壁郡黒子村大字西保末発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ７ 埼玉県
Ⅰ 第六 被冠の男子半身像 武蔵国大里郡大寄村大字

上敷免発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ ／
帝室博物館編纂『埴輪集成図鑑』第二 男子武装 図版

解説
埴輪 解説

18 ８ ／ 帝室博物館編纂『埴輪集成図鑑（第二回）』表紙 埴輪 表紙

18 ８ 熊本県
箆刻原始文 埴輪土偶楯 肥後国八代郡野津村大字野津

字上北発掘 『上代文様集』三輯
埴輪 図版

18 ８ 栃木県
Ⅰ 第一四 側板を立てた兜着用の男子半身像 下野国

都賀郡桑村大字飯塚発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 埼玉県
Ⅱ 第一 短甲 着用半身像 武蔵国北埼玉郡上中條村

発掘 根岸伴七氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 神奈川県
Ⅱ 第一六 甲衣着用男子半身像 武蔵国橘樹郡旭村字

駒岡発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第六 帯する武装男子立像 上野国勢多郡上川淵

村大字桜発掘
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第五 天冠を被った武装男子立像 上野国佐波郡三

郷村大字波志江発掘 柴田常恵氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第九 革甲着用男子半身像 上野国群馬郡岩鼻火薬

製造所構内発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅱ 第一〇 二合刀子佩用男子半身像 常陸国筑波郡小

野川村大字下横場発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版
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18 ８ 茨城県
Ⅱ 第二〇 側板を立てた 着用男子半身像 常陸国東

茨城郡石崎村大字下石崎発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅱ 第一七 星兜の男子像 常陸国新治郡中家村大字下

高津字根崎発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅱ 第八 楯を前にする男子半身像 常陸国筑波郡小野

川村大字下横場発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅰ 第一一 挂甲着用男子立像（其一） 常陸国行方郡秋

津村大字青柳字不二内発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅰ 第一二 挂甲着用男子立像（其二） 常陸国行方郡秋

津村大字青柳字不二内発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅱ 第二四 胴と脚とを離した武装男子 常陸国筑波郡

筑波村発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第二 柄に手をかけている武装男子立像 上野国群

馬郡箕輪町大字上芝発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 茨城県
Ⅱ 第四 肩甲着用武装男子半身像 下総国結城郡絹川

村大字林発掘 東京帝国大学理学部人類学教室蔵
埴輪 図版

18 ８ 埼玉県
Ⅱ 第一四 柄に手をかけている武装男子立像 武蔵国

大里郡大寄村大字上敷免字皿沼発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 埼玉県
Ⅱ 第七 頭成の をかぶる武装男子立像 武蔵国児玉

郡十條村発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８
群馬県・

埼玉県

Ⅱ 第一三

上：衝角付兜着用男子首 上野国前橋市天川町字林発掘

帝室博物館蔵

下：眉庇付兜着用男子首 武蔵国北埼玉郡上中條村発掘

根岸伴七氏蔵

埴輪 図版

18 ８ 静岡県
Ⅱ 第三 革 の武装男子半身像 遠江国浜名郡知波田

村大字利木字上平発掘
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第一九 甲衣着用男子立像 上野国新田郡世良田村

大字世良田字小角田前発掘 和田千吉氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 埼玉県
Ⅱ 第一三 挂甲着用男子半身像 武蔵国児玉郡秋平村

大字秋山発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅰ 第四四 組帯の男子立像 上野国佐波郡赤堀村大字

下 発掘 重要美術品認定 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県

Ⅱ 第二三

上： を被る男子首 上野国邑楽郡大川村発掘 相川之

賀氏蔵

下：被帽の男子首 上野国群馬郡片岡村大字乗付発掘

相川之賀氏蔵

埴輪 図版

18 ８ 群馬県
Ⅱ 第二二 大刀を抜こうとしている武装男子半身像

上野国佐波郡赤堀村大字下 発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 神奈川県
Ⅱ 第一八 絃巻を下げている男子半身像 相模国鎌倉

郡鎌倉采女塚発掘 神奈川県師範学校蔵
埴輪 図版

18 ８ 熊本県
Ⅱ 第二一 楯を前にする男子半身像 肥後国八代郡野

津村大字野津字上北発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ８ 群馬県
山形冠を着けた男子立像 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸

発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

18 ８ 栃木県
Ⅱ 第一五 弓を執る男子全身像 下野国安藝郡犬伏町

大字犬伏発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

18 ９ 福島県 あぐら座の男子像 福島県神谷作101号古墳 ２枚 埴輪 図版

18 ９ 群馬県
男子埴輪土偶 上野日山田郡並川村南金井出土 史苑

太古庵蔵
埴輪 写真

18 ９ 群馬県 人物埴輪 大川村寄木戸 内田氏蔵 S31.１.27 埴輪 写真

18 ９ 群馬県
右：九合村内ノ島－鞆・左：九合村内ノ島－鉾 太古庵

S32.１.27
埴輪 写真

18 ９ 群馬県
円筒埴輪 上野国新田郡九合村東矢島出土 史苑 太古

庵蔵
埴輪 写真

18 ９ 群馬県
馬形埴輪 上野国新田郡九合村東別所出土 史苑 太古

庵蔵
埴輪 写真

18 ９ 群馬県 邑楽郡大川村寄木戸古墳出土 太古庵蔵 石製品 写真

18 ９ 福島県
石城郡高久村101号墳 平高校蔵 福島市古代文化展

S26.９.29
埴輪 写真

18 ９ 茨城県 茨城県ペニス付埴輪 33.12.12 埴輪 写真
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18 ９ 茨城県 茨城県女性陰部埴輪 埴輪 写真

18 ９ ／ 人物埴輪２枚 埴輪 写真

18 ９ 福島県 石城郡高久村101号墳 平高校蔵 S24.７.19 埴輪 写真

18 ９ ／ 高久村埴輪持物 古代文化展 S26.９.29 埴輪 写真

18 ９ ／ 人物発見４枚 埴輪 写真

18 ９ ／ 人物埴輪（顔部） 相川考古館 S31.12.６ ２枚 埴輪 写真

18 ９ ／ 人物埴輪（胴体） 相川考古館 S31.12.６ 埴輪 写真

18 ９ 茨城県 茨城県勝田市金上太平山第１号墳出土 ４枚 埴輪 写真

18 ９ ／ 武人埴輪 相川考古館蔵 埴輪 写真

18 ９ 茨城県 人物埴輪（頭部） 大生原第１号墳 埴輪 写真

18 ９ 茨城県 人物埴輪（顔部） 真壁郡長窪村 埴輪 写真

18 ９ 茨城県
男子埴輪土偶 下総国猿島郡新郷村大字中田町発掘

『帝室博物館図録 第二期』第八輯
埴輪 図版

18 ９ 栃木県 埴輪土偶腕 下都賀郡姿村大字古山 埴輪 絵葉書

19 １ ／ 人物埴輪３枚 埴輪 写真

19 １ ／ 馬形埴輪（頭部）２枚 埴輪 写真

19 １ ／ 人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 １ ／ 壺・坩形・馬形埴輪 埴輪・土器 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部） 埴輪 写真

19 ２ 茨城県
常陸国新治郡中家村大字下高津天神塚 出土人物埴輪

（頭部） 和田千吉蔵 S43.１.３
埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪（頭部）６点 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土盾持ち人埴輪 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪 埴輪 写真

19 ２ 茨城県 常陸国出土人物埴輪 埴輪 写真

19 ２ ／ 馬形埴輪 埴輪 写真

19 ２ ／ 埴輪法量スケッチ 埴輪 スケッチ

19 ３ 群馬県
人物埴輪（女子） 上野国佐波郡三郷村安堀 相川考古館

S27.７.15
埴輪 写真

19 ３ 群馬県
人物埴輪（女子） 上野国佐波郡三郷村安堀 相川之賀氏

人類学教室
埴輪 写真

19 ３ 千葉県 人物埴輪（女子） 芝山発見 芝山はにわ博物館 埴輪 写真

19 ３ 神奈川県 神奈川県高津町久本発見（一） 岡栄一氏蔵 埴輪 写真

19 ３ 神奈川県 神奈川県高津町久本発見（二） 岡栄一氏蔵 埴輪 写真

19 ３ ／ 人物埴輪（頭部・胴部） 相川考古館蔵 S27.７.15 埴輪 写真

19 ３ 群馬県
人物埴輪（頭部） 上野国佐波郡三郷村安堀 相川之賀氏

人類学教室
埴輪 写真

19 ３ ／ 人物埴輪 埼玉村小学校蔵 埴輪 写真

19 ３ 群馬県
人物埴輪 群馬県新田郡尾島町大字亀岡発見 国立博物

館蔵
埴輪 写真

19 ３ 群馬県
人物埴輪（頭部） 上野国佐波郡三郷村八坂字中通下 相

川之賀氏 人類学教室
埴輪 写真

19 ３ ／ 人物埴輪（女子） 相川考古館蔵 S27.７.15 埴輪 写真

19 ３ 栃木県
埴輪土偶 『下野考古資料』

右：河内郡雀宮菖蒲塚・左：芳賀郡長沼村大字上大會
埴輪 絵葉書

19 ３
群馬県・

茨城県

女子埴輪土偶

上：上野国佐波郡赤堀村大字下 発掘・下：常陸国行方

郡秋津村大字青柳発掘

埴輪 絵葉書

19 ３ ／ 第四図 着裳女子立像・巫女 埴輪 図版切抜

19 ３ ／ 『考古図集』第14集 女子 和田千吉氏蔵 埴輪 図版

19 ３ ／ 『考古図集』第14集 女子首 三郷村小学校蔵 埴輪 図版

19 ３ ／ 『考古図集』 第14集 女子首 相川之賀氏蔵 埴輪 図版

19 ３
島根県・

埼玉県

『日本考古資料写真集』 埴輪土偶 女子

右：出雲国八束郡大庭村大字大草発掘 帝室博物館蔵

左：武蔵国北埼玉郡上中條村発掘 男爵神田乃武氏蔵

埴輪 図版

19 ３ ／ 『考古図集』第14集 女子首 相川之賀氏 埴輪 図版
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19 ３ 茨城県
埴輪土偶女子 常陸国行方郡秋津村大字青柳発掘 『日

本考古資料写真集』 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ３ 栃木県

上：四二 埴輪土偶 芳賀郡長沼村大字上大會

下：栃木県足利郡葉鹿町熊野山出土 ノ S4.3.7発

見

埴輪 絵葉書

19 ３ 茨城県

白毫をもつ人物埴輪 茨城県下館市女方第３号墳

S27.７～８発見 日本大学考古学会発掘絵葉書 第１

輯 日本大学文理学部

埴輪 絵葉書

19 ３ 大阪府
女子埴輪土偶 和泉国泉北郡松村仁徳天皇陵発掘 諸陵

寮出品
埴輪 絵葉書

19 ３
群馬県・

埼玉県
上：上野国安堀・下：武蔵国新里出土 中西氏 埴輪 拓本

19 ３ ／ 天弘寺 埴輪 拓本

19 ３ ／ 出所不明 木村昌司氏 埴輪 実測図・拓本

19 ３ 茨城県 茨城県筑波郡小野川村下横場塚原古墳発見 埴輪 スケッチ

19 ３ 茨城県
女子埴輪土偶 常陸国東茨城郡常盤村字松本坪発掘 東

京帝室博物館発行（亀井正道氏より書簡）
埴輪 絵葉書

19 ３ 群馬県
埴輪腰かけた女子 群馬県邑楽郡大泉町出土 東京国立

博物館
埴輪 絵葉書

19 ３ 群馬県
伊勢崎市制十周年記念歴史展覧会絵葉書２枚 相川考古

館 S25.10
埴輪 絵葉書

19 ４ 茨城県
乳児を擁する女子埴輪 茨城県大平古墳発見 S32.４

井上義安氏
埴輪 写真

19 ４ 栃木県 埴輪女子像 栃木県芳賀郡大内村出土 帝室博物館蔵 埴輪 絵葉書

19 ４ 栃木県
Ⅲ 第三一 児を負う女子像 下野国芳賀郡大内村大

字京泉発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ４ 栃木県
Ⅲ 第三二 児を負う女子像 下野国芳賀郡大内村大

字京泉発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ４ 群馬県
人物埴輪（巫女） 上野国佐波郡赤堀村下 国立博物館

蔵（教室原板）
埴輪 写真

19 ４ ／ 特別展 『はにわの顔』 陳列目録 埴輪 パンフレット

19 ４ ／ 大原女 その他 絵葉書

19 ４ ／ 大原女 その他 絵葉書

19 ４ 茨城県
人物埴輪（壺を乗せた人） 常陸国大平古墳発見 S32.

４ 井上義安氏
埴輪 写真

19 ４ 群馬県
人物埴輪（壺を乗せた人） 上野国発見 人類学教室

中沢広勝氏蔵
埴輪 写真

19 ４ 群馬県

Ⅲ 第四〇

上：壺を運ぶ女子像頭部 上野国佐波郡赤堀村大字下

発掘 帝室博物館蔵・下：壺を頭にのせて運ぶ女子半身

像 発掘地未詳 大坪正義氏蔵

埴輪 図版

19 ４ 埼玉県

Ⅲ 第八 壺を頭に乗せて運ぶ女子半身像 武蔵国児玉

郡丹庄村大字関口発掘 東京帝国大学理学部人類学教室

蔵

埴輪 図版

19 ４ 茨城県 茨城県西茨城郡西引村（真崎氏）S33.12.21 埴輪 写真

19 ４ 栃木県
下野国芳賀郡大内大字京泉発掘 陰部を露出する女子立

像
埴輪 写真

19 ４ ／ 注口付 をもつ埴輪 埴輪 写真

19 ４ ／ 注口付 をもつ埴輪 埴科宮蔵 S48.10.20 埴輪 写真

19 ４ 茨城県
Ⅲ 第五 盤領衣着用女子半身像 常陸国東茨城郡常盤

村字松本坪発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ４ 茨城県

Ⅲ 第六 壺を捧げる女子半身像 常陸国行方郡秋津村

大字青柳字不二内発掘 東京帝国大学理学部人類学教室

蔵

埴輪 図版

19 ４ 群馬県
Ⅲ 第二三 壺を捧げる人物半身像 上野国佐波郡剛志

村大字上武士発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

19 ４ 静岡県
Ⅲ 第一一 袈裟式服装の女子半身像 遠江国浜名郡知

波田村大字利木字上平発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ４ 島根県
Ⅲ 第九 巾明衣の女子半身像 出雲国八束郡大庭村大

字大草字岩屋後発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ４ 群馬県
Ⅲ 第二 壺を手にする女子半身像 上野国佐波郡赤堀

村字下 発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版
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19 ５ ／
帝室博物館編纂 『埴輪集成図鑑』第三 女子像 図版解

説
埴輪 図版解説

19 ５ ／ 帝室博物館編纂 『埴輪集成図鑑』第三 表紙 埴輪 表紙

19 ５ 茨城県
Ⅲ 第三七 眼を隈取る女子像 常陸国鹿島郡沼前町大

字駒場字伊勢ノ台発掘 帝室博物館
埴輪 図版

19 ５ 島根県
Ⅲ 第一〇 巾明衣の女子半身像 出雲国八束郡大庭村

大字大草字岩屋後発掘 帝室博物館
埴輪 図版

19 ５ 神奈川県
Ⅲ 第二二 袈裟式服飾の女子半身像 相模国鎌倉町采

女塚発掘 京都帝国大学文学部蔵
埴輪 図版

19 ５ 埼玉県
Ⅲ 第二五 二重の頚玉を飾る女子半身像 武蔵国比企

郡西吉見村字和名字沼下発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 埼玉県
Ⅲ 第一五 垂領衣着用女子半身像 武蔵国大里郡大寄

村大字上敷免発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５
埼玉県．

群馬県

Ⅲ 第一九 上：女子半身像 入間郡霞ケ関村字的場発

掘 柴田常恵氏蔵・下：長衣を放り着た女子半身像 上

野国佐波郡三郷村大字波志江発掘 柴田常恵氏蔵

埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第一三 櫛を額上にさす女子半身像 上野国佐波郡

三郷村大字安堀発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第二一 上：女子首 上野国佐波郡三郷村大字安堀

発掘 相川之賀氏蔵・下：女子首 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県

Ⅲ 第一八

上：櫛を額上にさす女子首 上野国佐波郡三郷村発掘

三郷村小学校蔵

下：頰紅の女子半身像 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸字

権現山発掘 相川之賀氏蔵

埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第二九 着裳の女子立像 上野国佐波郡殖蓮村大字

八寸字横見発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ ／ Ⅲ 第四一 白塗衣着用女子半身像 相川之賀氏蔵 埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第一四 手甲着用女子半身像 上野国佐波郡殖蓮村

大字上植木字恵下発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第一 鈴鏡下げた女子半身像 上野国佐波郡赤堀村

大字下 発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第七 袈裟式服装女子半身像 上野国佐波郡剛志村

大字上武士発掘 帝室博物館
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第一六 袈裟式服飾の女子半身像 上野国邑楽郡小

泉町発掘 小泉小学校蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県

Ⅲ 第三九

上：櫛を額にする女子像頭部 上野国佐波郡剛志村大字

上武士発掘 相川之賀氏蔵・下：櫛を額にする女子半身

像 上野国邑楽郡大川村山ノ内熊野発掘 相川之賀氏蔵

埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第三八 袈裟衣を着る女子倚像 上野国邑楽郡大川

村大字古海発掘 帝室博物館
埴輪 図版

19 ５ 群馬県

Ⅲ 第一七

上：女子首三個 相川之賀氏蔵

下：右手を挙げた女子半身像 上野国邑楽郡大川村発掘

相川之賀氏蔵

埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 二〇 女子半身像 上野国佐波郡剛志村大字上武士

発掘 相川之賀氏蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第二四 大髪の女子半身像 上野国新田郡世良田村

大字世良田字小角田前発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第三 彩文の を装う女子半身像 上野国群馬郡箕

輪町大字上芝発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 栃木県
Ⅲ 第三四 盤領衣の女子像 下野国芳賀郡大内村大字

京泉発掘 大内村蔵
埴輪 図版

19 ５ 栃木県
Ⅲ 第三六 盤領衣の女子像 下野国芳賀郡大内村大字

京泉発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ ／ Ⅲ 第三三 髷に毛波をを表した女子像 帝室博物館蔵 埴輪 図版

19 ５ ／ Ⅲ 第三五 三重ねに結髪した女子像 帝室博物館蔵 埴輪 図版

19 ５ 栃木県
Ⅲ 第二八 赤襷をかけた女子半身像 下野国芳賀郡長

沼村大字大會字炭焼発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 栃木県
Ⅲ 第四 長衣を放り着る女子半身像 河内郡雀宮村大

字雀宮菖蒲塚発掘 東京帝国大学理学部人類学教室
埴輪 図版
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19 ５ ／
Ⅲ 第二七 片襷の女子半身像 発掘地未詳 帝室博物

館蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県
Ⅲ 第一二 巾明衣の女子半身像 上野国多野郡藤岡町

附近発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

19 ５ 群馬県

Ⅲ 第二六

上：頰紅の著しい女子首 上野国勢多郡南橘村大字田口

発掘 帝室博物館蔵・下：頚飾を二重にする女子首 帝

室博物館蔵

埴輪 図版

19 ６ 群馬県
埴輪猪 勢多郡城南村大宮出土 S43.２.10 國學院大

學蔵
埴輪 写真

19 ６ 群馬県
埴輪猪 勢多郡城南村大宮出土 S43.２.10 國學院大

學蔵
埴輪 写真

19 ６ 群馬県
埴輪猪 伊勢崎市波志江出土 S43.２.10 國學院大學

蔵
埴輪 写真

19 ６ 群馬県
埴輪猪 S43.２.10 國學院大學蔵向

上：勢多郡城南村大宮出土・下：伊勢崎市波志江出土
埴輪 写真

19 ６ 群馬県
埴輪猪 國學院大學蔵 S43.２.10撮影

上：勢多郡城南村大宮出土・下：伊勢崎市波志江出土
埴輪 写真

19 ６ 群馬県 法量メモ 埴輪 メモ

19 ７ 千葉県 千葉県芝山古墳出土 魚形埴輪一・二 S41.２.19 埴輪 写真

19 ７ 千葉県 千葉県芝山古墳出土 魚形埴輪三・四 S41.２.19 埴輪 写真

19 ７ 千葉県 千葉県芝山古墳出土 鳥形埴輪三・四 S41.２.19 埴輪 写真

19 ７ 千葉県
千葉県東葛飾郡流山町東深井円墳出土 魚形埴輪 下津

谷達男氏贈 S38.３.20
埴輪 写真

19 ７ 埼玉県
埼玉県埼玉村埼玉出土（埼玉考古館） 鳥形埴輪 田島宮

司蔵 S34.６.28
埴輪 写真

19 ７ 群馬県
上野国保渡田八幡塚古墳出土 猪・大刀形埴輪（S18.８.

27採訪） 上郊村郷土史料保存庫
埴輪 写真

19 ７ 群馬県
上野国佐波郡剛志村下武士 馬形埴輪（国立博物館蔵）

人類学教室（12３）N27
埴輪 写真

19 ７ ／ 鳥形埴輪（前を向く鳥・下を向く鳥） 埴輪 写真

19 ７ 群馬県
群馬県伊勢崎市華蔵寺 鶏形埴輪 S47.９ 考古学資

料室
埴輪 写真

19 ７ 群馬県 群馬県邑楽郡大川村出土 犬形埴輪 松原正栄氏蔵 埴輪 写真

19 ７ 群馬県
群馬県石田川発見 埴輪鶏頭部（朱彩） 藪塚温泉今井旅

館蔵
埴輪 写真

19 ７ 茨城県
埴輪牛（大和国田原町出土）博物館蔵 茨城県高浜町廣

瀬榮一氏特注年賀葉書 S12元旦
埴輪 絵葉書

19 ７
茨城県・

群馬県

１ 茨城県筑波郡小野川村大字横場発掘 埴輪動物

２ 群馬県佐波郡剛志村大字上武士発掘 埴輪犬 『博

物館年報』昭和５年度 第一一図版

埴輪 図版

19 ７ 茨城県

埴輪鶏（雌） 茨城県那珂郡平磯町発掘（星一雄氏蔵） 茨

城県高浜町廣瀬榮一氏特注年賀葉書 S８元旦

埴輪鶏（雄） 茨城県那珂郡平磯町発掘（星一雄氏蔵） 茨

城県高浜町廣瀬榮一氏特注年賀葉書 紀元2593元旦

埴輪 絵葉書

19 ７ 埼玉県
『日本考古資料写真集』第40版 埴輪馬 武蔵国北埼玉

郡上中 村発掘（東京帝室博物館蔵）
埴輪 図版

19 ７ ／
『考古図集』第11集 101 埴輪鶏（根岸伴七・和田千吉）

両氏蔵 考古学会
埴輪 図版

19 ７ ／ 動物埴輪及 ⑵ 形埴輪・⑶猿形埴輪・⑸鳥形埴輪 埴輪 図版

19 ７
栃木県・

埼玉県

『下野考古資料』 五〇 埴輪馬首 足利郡御厨村字福

居字中里

埴輪馬鞍部 武蔵国大里郡本畠村大字畠山発掘

埴輪 絵葉書

19 ７ ／ 水鳥 埴輪 図版

19 ７ 千葉県 馬形埴輪 下総国我孫子・馬形埴輪ほか 埴輪
絵葉書切抜・

写真

19 ７ 大阪府
『日本考古資料写真集』第四一版 埴輪水鳥 河内国応

神天皇陵発掘 （諸陵寮蔵）
埴輪 図版

19 ７ ／ 水鳥埴輪 埴輪 写真

19 ７ 千葉県 芝山古墳発見埴輪 魚形埴輪 S41.２.19 ４枚 埴輪 写真

19 ７ 群馬県 群馬県佐波郡剛志村 埴輪馬 ３枚 埴輪 写真
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19 ７ 群馬県
『博物館年報』昭和５年度 第六図版 埴輪馬 群馬県

佐波郡三郷村大字安堀発掘
埴輪 図版

19 ７ ／
『考古図集』第９集 鳥形埴輪（右 木村幸吉氏・左 金

讃神社蔵）
埴輪 図版

19 ８ ／ 表紙 『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 埴輪 図版

19 ８ 埼玉県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 図版Ⅴ第一

皆具の飾馬（帝室博物館蔵） 武蔵国北埼玉郡上中條村発

掘

埴輪 図版

19 ８ 群馬県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第二 馬

（帝室博物館蔵） 上野国佐波郡赤堀村大字下 字石山

発掘

埴輪 図版

19 ８ 大阪府

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第三 水

鳥（帝室博物館蔵） 河内国南河内郡古市村応神天皇陵発

掘

埴輪 図版

19 ８ 埼玉県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第四 耳

の著しい飾馬（帝室博物館蔵） 武蔵国大里郡大寄村大字

上敷免発掘

埴輪 図版

19 ８ 埼玉県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第五 面

繫のみの馬（根岸伴七氏蔵） 武蔵国比企郡大谷村字花ノ

木発掘

埴輪 図版

19 ８ 群馬県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第六 飾

馬（帝室博物館蔵） 上野国佐波郡剛志村大字下武士発掘
埴輪 図版

19 ８ 大阪府

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第七 水

鳥（帝室博物館蔵） 河内国南河内郡古市村応神天皇陵発

掘

埴輪 図版

19 ８ 群馬県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第八 犬

（帝室博物館蔵） 上野国佐波郡剛志村大字上武士発掘
埴輪 図版

19 ８ 茨城県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第九 鶏

（星一雄氏蔵） 常陸国那珂平磯町平磯前発掘
埴輪 図版

19 ８ 群馬県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一〇

鬣を修飾した飾馬（帝室博物館蔵） 上野国佐波郡三郷村

字安堀発掘

埴輪 図版

19 ８ 群馬県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一一

拳に据えた鷹（相川之賀氏蔵） 上野国新田郡強戸村成塚

発掘

埴輪 図版

19 ８ 奈良県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一二

腹帯をしめた馬（上田三平氏撮影写真） 大和国添上郡

本町発掘

埴輪 図版

19 ８ 茨城県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一三

猿（中澤澄男氏蔵） 常陸国行方郡立花村大字沖州発掘
埴輪 図版

19 ８ 茨城県

『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一四

鈴杏葉を垂れた飾馬（中澤澄男氏蔵） 常陸国東茨城郡上

野合村大字神谷字富士山発掘

埴輪 図版

19 ８ ／
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一五

馬残缺（京都帝国大学文学部蔵） 須藤救馬氏旧蔵品
埴輪 図版

19 ８ 千葉県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一六

猪（帝室博物館蔵） 下総国東葛飾郡我孫子町附近発掘
埴輪 図版

19 ８ 栃木県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一七鶏

（帝室博物館蔵） 下野国芳賀郡大内村大字京泉発掘
埴輪 図版

19 ８ 群馬県
『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 Ⅴ第一八

鈴を飾る馬（帝室博物館蔵） 上野国邑楽郡大川村発掘
埴輪 図版

19 ８ ／ 『埴輪集成図鑑』第五回 帝室博物館編纂 第五 動物 埴輪 解説

19 ９ ／ 『埴輪集成図鑑』第四回 帝室博物館編纂 表紙 埴輪 図版

19 ９ 群馬県

『埴輪集成図鑑』第三回 帝室博物館編纂 図版Ⅲ第一

鰭ある人物像（帝室博物館蔵） 上野国新田郡藪塚付近若

水塚発掘

埴輪 図版

19 ９ 千葉県

『埴輪集成図鑑』第三回 帝室博物館編纂 図版Ⅲ第三

稚児輪形結髪の人物半身像（帝室博物館蔵） 下総国東葛

飾郡手賀沼発掘

埴輪 図版
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19 ９ 群馬県

『埴輪集成図鑑』第三回 帝室博物館編纂 Ⅵ第五

頭部（其一）上野国邑楽郡大川村発掘頭部・（其二）上野

国佐波郡殖蓮村発掘・頭部（其三）上野国新田郡藪塚町

附近発掘・頭部（其四） 上野国佐波郡植蓮村大字八寸発

掘

埴輪 図版

19 ９
奈良県・

埼玉県

『埴輪集成図鑑』第三回 帝室博物館編纂 Ⅵ第六 頭

部

大和国磯城郡田原本村町字東村子田発掘（本山彦一氏

蔵）・武蔵国北埼玉郡上中 発掘

埴輪 図版

19 ９ ／ 人物埴輪頭部 人類学教室蔵（123）N23 埴輪 写真

19 ９ ／ 『考古図集』第14集 139 男女未詳首（相川之賀氏蔵） 埴輪 図版

19 ９ 茨城県
人物埴輪 茨城県東茨城郡内原町杉崎古墳出土 S49.

11.15
埴輪 写真

19 ９ ／
『埴輪集成図鑑』第四回 第四 男女未詳像 帝室博物

館編纂
埴輪 解説

19 10 ／ 人物埴輪頭部 埴輪 図版

19 10 ／ 壺を捧げ持つ女子人物埴輪 埴輪 図版

19 10 ／ 鳥形埴輪 埴輪 拓本・写真

19 10 群馬県
女子人物埴輪 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸横見発見

国立博物館蔵
埴輪 図版

19 10 群馬県
『帝室博物館図録』第三期第３輯 二六三．埴輪土偶 群

馬県佐波郡赤堀村大字下 発掘
埴輪 図版

20 １
群馬県・

埼玉県

楯形埴輪：群馬県伊勢崎市華蔵寺公園裏・楯形埴輪：埼

玉県児玉郡児玉町 国大考古学資料室蔵 S48.10写
埴輪 写真

20 １ 群馬県
翳形（菅・装飾付）埴輪２点 群馬県勢多郡大胡町 国

大考古学資料室蔵 S48.10写
埴輪 写真・図版

20 １ 和歌山県
蓋形埴輪 和歌山県橋本市陵山 国大資料室蔵 S48.

10写
埴輪 写真・図版

20 １ 埼玉県
形埴輪 埼玉県児玉郡金屋村長汗 国大資料室蔵

S48.10写
埴輪 写真

20 １ ／ 石見型盾形埴輪 新宮（宝物） S37.８.７ 埴輪 写真

20 １ 群馬県 甲 形埴輪 群馬県出土 国大蔵 埴輪 写真

20 １ 群馬県

形埴輪 群馬県新田郡鳥之郷強戸出土（橋本氏蔵）

形埴輪 群馬県佐波郡采女村淵名出土（橋本氏蔵）

S30.11.17

埴輪 写真

20 １ 群馬県 埴輪残片 上野国出土 人類学教室（121）N８ 埴輪 写真

20 １ 埼玉県
（写真はスケールのみ） 埼玉県比企郡東松山市（模造）

S47.９ 考古学資料室
埴輪 写真

20 １ 香川県 不明埴製器物 讃岐国上笠居今岡古墳出土 S25.７.９ 埴輪 写真

20 １ 香川県
蓋形埴輪・埴輪棺ほか 讃岐国上笠居今岡古墳出土

S25.７.９
埴輪 写真

20 １ 群馬県
土製鏡（人物埴輪附属？） 上野国佐波郡赤堀村出土 高

橋照之助氏蔵
埴輪 写真・拓本

20 １
群馬県・

栃木県

『東京帝室博物館発行絵葉書』34－５

鞆：上野国多野郡平井村大字白石発掘・ ：上野国新田

郡強戸村大字西長岡発掘

『下野考古資料』 四九 足利郡毛野村大字山川

埴輪 絵葉書

20 １ 宮崎県
『博物館年報』昭和８年度 図版一四 一四．埴輪舟 宮

崎県児湯郡西都原発掘
埴輪 図版

20 １ 群馬県
『考古図集』第７集（家宝号） 埴輪鞆 63 伝上野国裁

瀧川村発掘 （黒川眞道氏蔵）考古学会
埴輪 図版

20 １ 群馬県 椅子 上野国佐波郡剛志村発掘（乙－４） 埴輪 絵葉書

20 １ 岡山県
笊形土器 備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 倉敷考古

館蔵
埴輪 絵葉書

20 １ 岡山県
埴製盒 備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 倉敷考古館

蔵
埴輪 絵葉書

20 １ 栃木県
『日本考古資料写真集』第四三版 埴輪 及鞆 下野国

河内郡雀宮発掘（東京帝国大学人類学教室）
埴輪 図版

20 １ 群馬県
机：上野国佐波郡赤堀村今井発掘（甲－５）

高 と囲：上野国佐波郡赤堀村今井発掘（甲－４）
埴輪 絵葉書
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20 １ 京都府
山城国久世郡大久保村広野庵寺村古墳発見 形埴輪

1/10 京大考古学標本絵葉書
埴輪 絵葉書

20 １ 宮崎県
埴輪兜 日向国児湯郡西都原古墳出土

５ 形埴輪（大和郡山発見） 神宮皇学館蔵
埴輪 絵葉書

20 １ 宮崎県 形埴輪 埴輪 写真

20 １ 宮崎県 盾形埴輪 埴輪 写真

20 １ 宮崎県 舟形埴輪 埴輪 写真

20 １ 茨城県
土製大刀（埴輪附属？） 茨城県筑波郡小野川村下横場塚

原古墳
埴輪 スケッチ

20 １ 奈良県
『上代文様集』４輯 箆刻原始文（諸陵寮蔵大和国発掘埴

輪断片）
埴輪 図版

20 １ 群馬県
『博物館年報』昭和４年度 第七図版 埴輪鞆 上野国

佐波郡植蓮村上植木発掘
埴輪 図版

20 １ 群馬県
『博物館年報』昭和５年度 第一〇図版 埴輪椅子 群

馬県佐波郡剛志村大字上武士発掘
埴輪 図版

20 １ 群馬県

『博物館年報』昭和５年度 第八図版 八．埴輪短甲（歴

史２区・22049） 群馬県多野郡平井村大字白石稲荷山発

掘

埴輪 図版

20 １ 奈良県
はにわ人物頭部 奈良県磯城郡田原本町鍵出土 大和歴

史館 資料その３
埴輪 図版

20 １ 奈良県
はにわ家 奈良県桜井市能登遺跡出土 大和歴史館 資

料その３
埴輪 図版

20 １ 奈良県
はにわ 奈良県御所市室 宮山古墳出土 大和歴史館

資料その３
埴輪 図版

20 １ 奈良県
はにわ草摺 奈良県御所市室 宮山古墳出土 大和歴史

館 資料その３
埴輪 図版

20 １ ／ 翳形埴輪 埴輪 図版切抜

20 １ ／ 鞆形埴輪 埴輪 図版切抜

20 ２ ／ 『埴輪集成図鑑』第七 家 図版解説 埴輪 図版解説

20 ２ 群馬県
Ⅶ第八 串を棟上に樹立した家 上野国佐波郡三郷村大

字波志江発掘 柴田常恵氏蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第五 堅魚木を上げた舎屋（其一） 上野国佐波郡赤堀

村大今井茶臼山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 奈良県
Ⅶ第一二 大丸棟の家 大和国磯城郡城島村大字外山発

掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県 Ⅶ第二九 切妻家 上野国多野郡平井村大字白石発掘 埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第二八 切妻家 上野国多野郡平井村大字白石発掘

帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第二七 切妻家 上野国多野郡平井村大字白石発掘

帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第二六 二階建の家 上野国多野郡平井村大字白石発

掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第二六 変形四柱造屋根家 上野国佐波郡殖蓮村大字

上植木発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 奈良県
Ⅶ第二五 変形 葺家 大和国磯城郡三宅村発掘 奈良

県庁保管
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第二四 変形 葺家 上野国佐波郡赤堀村大字今井発

掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 三重県
Ⅶ第二一 切妻屋根の家 伊勢国多気郡斎宮村大字金剛

坂発掘 東京帝国大学理学部人類学教室蔵
埴輪 図版

20 ２ 奈良県
Ⅶ第一八 切妻屋根の家 大和国磯城郡三宅村大字供堂

発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第一七 板格子でおさへた屋根 上野国多野郡美土里

村大字白石発掘 東京帝国大学人類学教室蔵
埴輪 図版

20 ２ 兵庫県
Ⅶ第一五 二階建の家 播磨国飾磨郡水上村大字白国字

人見塚発掘 和田千吉蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第一四 板格子でおさへた屋根 上野国新田郡九合村

発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ ／
Ⅶ第一三 半筒を棟にのせた家 東京帝国大学理学部人

類学教室蔵
埴輪 図版

20 ２ 茨城県
Ⅶ第一一 四柱造の家 常陸国多賀郡松原村大字高萩発

掘 東京帝国大学理学部人類学教室蔵
埴輪 図版
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20 ２ 宮城県
Ⅶ第四 煙出孔のある家 陸前国名取郡下増田村大字

杉々袋発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 群馬県
Ⅶ第九 円筒を棟に開いた家 上野国多野郡本郷村発掘

帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ２ 茨城県
Ⅶ第一〇 四柱造の丈高い家 常陸国多賀郡松原村大字

高萩発掘 東京帝国大学理学部人類学教室蔵
埴輪 図版

20 ３ 東京都
家形埴輪（鳥を有す） 八王子郷土館蔵 S43.12 椚氏

より
埴輪 写真

20 ３ 東京都
家形埴輪（鳥を有す） 八王子郷土館蔵 S43.12 椚氏

より
埴輪 写真

20 ３ 東京都
家形埴輪（鳥を有す） 八王子郷土館蔵 S43.12 椚氏

より
埴輪 写真

20 ３ ／ 家形埴輪（鳥を有す） S44.６ 浅川氏より 埴輪 写真

20 ３ ／ 家形埴輪（鳥を有す） S44.６ 浅川氏より 埴輪 写真

20 ３ ／ 家形埴輪（鳥を有す） S44.６ 浅川氏より 埴輪 写真

20 ４ 群馬県
上：鰹魚木を上げた舎屋 上野国佐波郡赤堀村今井発掘

下：網代たのせた舎屋 上野国佐波郡赤堀村今井発掘
埴輪 絵葉書

20 ４ 群馬県 家形埴輪 群馬県佐波郡赤堀村 博物館蔵 埴輪 写真

20 ４ 群馬県
図版Ⅶ第一 網代をのせた家（其一） 上野国佐波郡赤堀

村大字今井発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
図版Ⅶ第二 網代をのせた家（其二） 上野国佐波郡赤堀

村大字今井発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
図版Ⅶ第三 網代をのせた家（其三） 上野国佐波郡赤堀

村大字今井発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
図版Ⅶ第六 堅魚木を上げた舎屋（其二） 上野国佐波郡

赤堀村大字今井茶臼山古墳発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
Ⅶ第七 堅魚木を上げた舎屋（其三） 上野国佐波郡赤堀

村今井茶臼山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
Ⅶ第一九 床の高い家 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶

臼山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県
Ⅶ第二〇 床の高い家 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶

臼山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ４ 群馬県 家形埴輪 上野国佐波郡赤堀村今井発掘 埴輪 図版

20 ５ 茨城県
家形埴輪 常陸国多賀郡松原町高萩字向原 人類学教室

蔵
埴輪 写真

20 ５ 茨城県
家形埴輪 常陸国多賀郡松原町高萩字向原 人類学教室

蔵
埴輪 写真

20 ５ 鳥取県
家形埴輪 伯耆国東伯郡下北條村発見 京都帝国大学文

学部蔵
埴輪 絵葉書

20 ５ 宮崎県 埴輪家 日向国児湯郡西都原古墳出土 埴輪 絵葉書

20 ５ 宮崎県
家形埴輪 伊賀国名賀郡依那古村才良石山古墳発見 京

大標本絵葉書20輯
埴輪 絵葉書

20 ５ 奈良県

埴輪家 國學院大學考古学資料室所蔵

右：切妻式家形埴輪 奈良県山辺郡丹波市町豊田薬師山

古墳

左：入母屋式家形埴輪 奈良県磯城郡三宅村結崎字赤丸

発見

埴輪 絵葉書

20 ５ 埼玉県
埴輪家 武蔵国大里郡畠山村発掘 帝室博物館蔵 『日

本考古資料写真集』
埴輪 図版

20 ５ 群馬県
埴輪二階家 群馬県多野郡平井村大字白石稲荷山発掘

『博物館年報』昭和９年度
埴輪 図版

20 ５ 大阪府
家形埴輪 河内国南河内郡応神天皇陵付近発見 京都帝

国大学文学部蔵
埴輪 絵葉書

20 ５ 群馬県

上：家形埴輪 群馬県多胡町附近 國學院大學考古学資

料室蔵

下：家形埴輪 上野日新田郡九合村東矢島出土 史苑

太古庵蔵

埴輪 写真

20 ５ ／ 家形埴輪 埴輪 図版切抜

20 ５ ／ 家形埴輪 埴輪 図版切抜

20 ６ 東京都
大刀形埴輪 大田区田園調布観音塚発見 武蔵野郷土館

所蔵 『白山史学』創刊号参照 S23調査
埴輪 写真

20 ６ 愛知県 大刀形埴輪 愛知県千両村 S16.６.９ 埴輪 写真
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20 ６ 茨城県 大刀形埴輪 伝茨城県行方郡出土 石井昌国氏蔵 埴輪 写真

20 ６ 茨城県 大刀形埴輪 伝茨城県行方郡出土 石井昌国氏蔵 埴輪 写真

20 ６ 長野県

長野県埴科郡松代町大室 国大考古資料室蔵 S48.10

撮影

右上：大刀形埴輪・右下：大刀形埴輪柄部・左上：柄頭

金具・左下：大刀形埴輪柄部

埴輪 写真

20 ６ ／ 口絵 第三図 玉纏御大刀 武器 図版切抜

20 ６ ／ 玉纏御大刀 武器 図版切抜

20 ６ 埼玉県 武蔵国児玉郡金屋村字長沖発見 天議寺蔵 埴輪 スケッチ

20 ６ 群馬県

Ⅵ第二八 消火器形埴輪 相川之賀氏蔵

右：上野国佐波郡采女村大字淵名・左：殖蓮村大字八寸

発掘

埴輪 図版

20 ６
埼玉県・

群馬県

Ⅵ第二二

１．大刀 武蔵北部・２．大刀柄 上野国佐波郡剛志村

大字上武士発掘・３．大刀柄 上野国新田郡強戸村字西

長岡発掘

埴輪 図版

20 ６ ／
所謂消火器形埴輪 後藤守一氏論文参照 「所謂消火器

形埴輪に就いて（一）」『考古学雑誌』22－７
埴輪 図版切抜

20 ６ ／ 玉纏御大刀埴輪例 埴輪 メモ

20 ７ ／ 『埴輪集成図鑑』第六 器材 図版解説 埴輪 解説

20 ７ 宮崎県 Ⅵ第二三 舟 日向国児湯郡西都原発掘 帝室博物館蔵 埴輪 図版

20 ７ 宮崎県 Ⅵ第二四 舟 日向国児湯郡西都原発掘 帝室博物館蔵 埴輪 図版

20 ７ 宮崎県 Ⅵ第二五 舟 日向国児湯西都原発掘 帝室博物館蔵 埴輪 図版

20 ７ 三重県
Ⅵ第一九 合子 伊勢国多気郡斎宮村大字岩内発掘 帝

室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 宮城県
Ⅵ第二 甲 陸前国名取郡下増田村大字杉ヶ袋発掘 帝

室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 宮城県
Ⅵ第三 甲 陸前国名取郡下増田村大字杉ヶ袋発掘 帝

室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 宮城県
Ⅵ第一 短甲 陸前国名取郡下増田村大字杉ヶ袋発掘

遠藤源七氏蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第五 椅子 上野国佐波郡剛志村大字上武士発掘（其

一） 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第六 椅子 上野国佐波郡剛志村大字上武士発掘（其

二） 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅴ第一二 蓋形埴輪 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶臼

山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第一一 「圍ひ」形埴輪 上野国佐波郡赤堀村大字今井

発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 大阪府
Ⅵ第一一 楯 河内国南河内郡玉手村玉手山発掘 戸崎

幸次郎氏蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第二〇 槍 上野国佐波郡剛志村大字下武士発掘 帝

室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７
京都府・

大阪府

Ⅴ第一四 蓋形埴輪 京都帝国大学文学部蔵

上：山城国綴喜郡八幡町二子塚付近発掘

下：河内国南河内郡古市村応神天皇陵発掘

埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第七 鞆 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸発掘 帝室博

物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第八 机？（其一） 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶臼

山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅴ第九 机？（其二） 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶臼

山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７
奈良県・

大阪府

Ⅴ第一三 蓋形埴輪

上：大和国磯城郡田原本町羽子田発掘 田原本町蔵下：

河内国南河内郡古市村応神天皇陵発掘 諸陵寮蔵

埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅴ第一五 翳形埴輪 上野国佐波郡剛志村大字上武士発

掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅴ第一七 翳形埴輪 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶臼

山発掘 帝室博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 群馬県
Ⅵ第二七 埴輪短甲 上野国多野郡平井村大字白石発掘

帝室博物館蔵
埴輪 図版
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20 ７ 群馬県
Ⅵ第四 上野国新田郡強戸村大字西長岡発掘 帝室

博物館蔵
埴輪 図版

20 ７ 神奈川県
Ⅵ第二八 武蔵国橘樹郡大會根村字八幡出土 帝室

博物館蔵
埴輪 図版

20 ７
群馬県・

栃木県

Ⅵ第一八 帝室博物館蔵

上：高 上野国佐波郡赤堀村大字今井茶臼山発掘

下：帽？ 下野国下都賀郡姿村大字下古山発掘

埴輪 図版

20 ７ 群馬県

Ⅵ第二六

右：楯 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸字権現山発掘 相

川之賀氏蔵

左：楯 上野国佐波郡殖蓮村大字八寸字権現山発掘 岩

澤正作氏蔵

埴輪 図版

20 ７ 群馬県 Ⅴ第一六 翳形埴輪 上野国発掘 帝室博物館蔵 埴輪 図版

20 ８ ／ 器材埴輪 上野中学校蔵 埴輪 拓本

20 ８ ／ 器材埴輪 上野中学校蔵 埴輪 拓本

20 ８ 奈良県 器材埴輪 北葛飾郡磐園村築山古墳 畝傍考古館 埴輪 拓本

20 ８ 香川県
器材埴輪 香川県仲多度郡象郷村公文山出土埴輪（S＝

1/3） 善通寺市盡城学園史学会 堀野満浩氏所蔵 ３枚
埴輪 実測図

20 ９ ／ 第二二図 金子郷土資料館埴輪残片 埴輪 実測図

20 ９ ／ 栗野村大字栗柄 平井古墳 S23.４.20 府中中学校蔵 埴輪 拓本

20 ９ 香川県
埴輪円筒棺 香川県善通寺市香色山南麓出土 香川県考

古学会
埴輪 実測図

20 ９ 香川県 埴輪円筒棺 善通寺市香色山南麓出土 ３枚 埴輪 写真

20 ９ 愛知県 埴輪 三河国犬頭神社蔵 埴輪 写真

20 ９ ／
鰹魚木をあけた埴輪家 『帝室博物館図録』第三期第十輯

帝室博物館発行
埴輪 図版

20 ９ ／
埴輪家 『帝室博物館図録』第三期第六輯 帝室博物館発

行
埴輪 図版

21 １ 静岡県

上：遠江国小笠郡和田岡村吉岡原大塚古墳 遠景（北西

から）・遠景（北東から） S26.８

下：遠江国小笠郡和田岡村菅ヶ谷横穴 遠景

古墳 写真

21 ２ 愛知県 三州北設楽名倉丸根古墳遠景 S26.８.24調査 古墳 写真

21 ３ 静岡県
伊東市塚畑古墳 S32.３調査

上：塚畑古墳を望む 下：直刀
古墳・武器 写真

21 ３ 静岡県
伊東市塚畑古墳 S32.５.６

上：金環・鉄鏃・紡錘車・下：平瓶・ ・平瓶・坩

鉄製品・

石製品・土器
写真

21 ３ 静岡県
伊東市塚畑古墳

上：管玉・ガラス玉・勾玉・下：切子玉・鉄製品

装身具・

鉄製品
写真

21 ４ ／ 『浅井古墳群案内』 古墳 パンフレット

21 ４ ／ 毛無塚古墳全景 古墳 絵葉書

21 ４ ／ 上：岩塚古墳全景・下：岩塚古墳全景・出土状態 古墳 絵葉書

21 ４ 愛知県
上：陳列館内部・陳列ケース内部・下：一宮市浅井出土

品陳列館
土器 絵葉書

21 ５ 愛知県
愛知県額田郡幸田町坂崎青塚古墳出土品 S5.３調査

鹿角製刀装具・水鳥形埴輪 ２枚
武器 写真

21 ５ 愛知県
愛知県額田郡幸田町坂崎青塚古墳実測図・拓本 S5.３

調査 鹿角製刀装具 ２枚
武器 実測図

21 ６ 愛媛県 愛媛県新居浜市金子山古墳及発見遺物 ３枚
武器・鏡・

装身具
写真

21 ６ 愛媛県
愛媛県新居浜市金子山古墳出土遺物 S25.７.11

右：鉄鏃・ 左：金銅製長鎖付耳飾
武器・装身具 写真

21 ６ 愛媛県
上：新居浜市正光寺跡古墳 S21.11.19

下：丹原町福岡遠望 S21.11.14
古墳 写真

21 ６ 愛媛県 愛媛県新居浜市金子山古墳出土六神四神鏡 S25.７.10 鏡 拓本

21 ６ 愛媛県 愛媛県新居浜市金子山古墳出土四鈴鏡 S25.７.10 鏡 拓本

21 ７ 岡山県 岡山県月の輪古墳 美備郷土文化の会・考古学研究会 その他 封筒

21 ７ 岡山県
上：墳頂下に発見された二つの木棺粘土

下：墳丘の全形

古墳・

埋葬施設
絵葉書

21 ７ 岡山県
右：古墳外面の調査

左：中央棺の遺物 鏡・首飾・頭蓋骨・歯・銅鏃

古墳・鏡・装

身具・人骨
絵葉書

21 ８ ／ 『倉敷考古館絵葉書』第２集 1953年 その他 封筒
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21 ８ 岡山県
上：備前上道郡幡多村金蔵山古墳

下：備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 埴輪盒
古墳・埴輪 絵葉書

21 ８ 岡山県
右：備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 製鏡

左：備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 笊形土器
鏡・土器 絵葉書

21 ８ 岡山県

上：備前上道郡幡多村金蔵山古墳 埴輪盒

下：備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 碧玉製石釧・滑

石製刀子

土製品・石製

模造品・石製

品

絵葉書

21 ８ 岡山県 備前上道郡幡多村金蔵山古墳出土 筒形銅器 銅製品 絵葉書

21 ９ 和歌山県
和歌山県那賀郡小倉村船戸 船戸山古墳群第二号古墳羨

道 S30.11
古墳 写真

21 ９ 和歌山県
和歌山県那賀郡小倉村船戸 船戸山古墳群第二号古墳玄

室 S30.11
古墳 写真

21 10 三重県

三重県名賀郡依那古村才良石山古墳 玉類出土状態 日

本考古学協会総会記念 京都大学文学部考古学教室標本

絵葉書第21輯 伊賀石山古墳遺物特輯

埋葬施設・装

身具
絵葉書

21 10 三重県
伊賀国名賀郡依那古村才良石山古墳発見

右：巴形銅器 左：内行花文鏡
銅製品・鏡 絵葉書

21 10 三重県
伊賀国名賀郡依那古村才良石山古墳発見

右：石製模造品 左：琴柱形石製品

石製模造品・

石製品
絵葉書

21 10 三重県
伊賀国名賀郡依那古村才良石山古墳発見

右：鍬形石 左：碧玉製石鏃
石製品 絵葉書

21 11 ／ 戸田大和守像・谷森氏像 その他 写真

21 11 ／ 陵修補＊＊勅使参向図 その他 写真

21 11 ／ 神武陵関係・古図 森村三助氏蔵 その他 写真

21 11 ／ 聖徳太子磯長の陵 古墳 写真

21 11 奈良県 上：手白香皇女衾田陵 下：倭迹々日百襲姫命墓 古墳 絵葉書

21 11 奈良県 山邊道勾岡上陵（崇神天皇） 古墳 絵葉書

21 11 奈良県 山邊道上陵（景行天皇） 古墳 絵葉書

21 12 大阪府 河内・津堂城山古墳 遠景 人類学教室 古墳 写真

21 12 大阪府

河内・津堂城山古墳遺物 人類学教室

上：石製刀子・車輪石・巴形銅器・勾玉・管玉・下：巴

形銅器

石製品・銅製

品・装身具
写真

21 12 大阪府
河内・津堂城山古墳出土品 環頭大刀・鉄剣・木片 人

類学教室
武器・木製品 写真

21 13 大阪府 松岳山古墳群遠望 S35.10 古墳 写真

21 13 大阪府
松岳山古墳群（美山古墳の立石と石棺） S35.10 考古

学協会見学
埋葬施設 写真

21 13 大阪府 松岳山古墳群（美山古墳立石） S35.10 埋葬施設 写真

21 13 大阪府

S35.10 考古学協会見学

上：大阪府泉北郡信太村黄金塚遠望・下：前方後円墳の

前方部周 前に前庭のある古墳（島田君説明） 古墳の名

称忘れ

古墳 写真

21 14 福井県

若狭国上中町丸山塚発見品（円墳・横穴式石室） 斎藤優

氏保有 S40.８.13 上：馬具（鈴杏葉・木芯輪鐙等）・

下：金銅製冠金具片

馬具・装身具 写真

21 14 福井県

若狭国上中町丸山塚発見品 斎藤優氏蔵 S40.８.13

上：勾玉（ガラス製）・トンボ玉・管玉・下：古鏡片（流

雲文 TLV式鏡）・獣面金具・三輪玉金具

装身具・鏡 写真

21 14 福井県
若狭国上中町丸山塚発見品 斎藤優氏蔵 S40.８.13

画文帯神獣鏡 斎藤優氏蔵 S40.８.13
鏡 写真

21 15 兵庫県
神戸市垂水区垂水町五色山古墳（五色塚古墳） 葺石 茂

木君より S41.８
古墳 写真

21 15 兵庫県
神戸市垂水区垂水町五色山古墳（五色塚古墳） 埴輪検出

状況 茂木君より S41.８
埴輪 写真

21 16 福井県 福井県鯖江市西山出土壺棺 斎藤氏蔵 S40.８.14 土器 写真

21 16 福井県

上：鯖江市西山１号墳発見土師器 斎藤氏蔵 S40.８.

14

下：鯖江市西山３号墳主体部出土坩 斎藤氏蔵 S40.

８.14

土器 写真
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21 16 福井県

鯖江市長泉寺山・西山出土遺物 斎藤氏蔵

表右：鉄剣 西山（壺棺内）・長泉寺山（壺棺内）・表左：

壺 長泉寺山中学校跡出土（鉄剣出土）・裏：西山発見

四号周 内出土 S40.８.14

武器・土器 写真

21 17 岐阜県
『関西大学考古学年報』第２参照 岐阜県海津郡南濃町

円満寺裏山遠景 網干善教氏寄贈 S43
古墳 写真

21 17 岐阜県
『関西大学考古学年報』第２参照 岐阜県海津郡南濃町

円満寺裏山古墳 網干善教氏提供 S43
古墳 写真

21 17 岐阜県
『関西大学考古学年報』第２参照 岐阜県海津郡南濃町

円満寺裏山古墳 網干善教氏提供 S43
古墳 台紙

21 18 岡山県 岡山市車塚 遠望 S42.１ 茂木君実査 古墳 写真

21 18 岡山県
岡山県四御神車塚 S42.１ 茂木君実査

上：墳丘 下：後方部石列
古墳 写真

21 18 岡山県

岡山県四御神車塚 S42.１ 茂木君実査

右：石室外護石列（石列下に石室あり）・左：石室上部の

石列

古墳 写真

21 18 岡山県

岡山県四御神車塚 S42.１ 茂木君実査

右：前方部より後方部を見る。上段の石列・左：後方部

下段石列

古墳 写真

21 18 岡山県
岡山県四御神車塚 S42.１ 茂木君実査

右：石室内より外を見る 下：石室上部
古墳 写真

21 19 香川県

香川県古墳（石川 巌報告）

A：第一号石棺（石蓋） B：蓋石 C：蓋石（真上から）

D：人骨（真上から） E：人骨（真上から） F：足部を

入れて G：第二号石棺 H：全景

埋葬施設・人

骨
写真

21 19 ／ 大平要氏あて 世田谷区千歳高校（S23）石川巌 その他 書簡

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

右：中央石室（発掘前）西方より

中：中央石室遺物出土状態（鏡・頭骨出土）東方より

左：中央石室遺物出土状態（斧頭・釘・鏡・頭骨・歯・

四肢骨）東方より

埋葬施設 写真

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

右：中央石室天井石架構法 西方より

左：中央石室南半所見 西方より

埋葬施設 写真

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

右：南側石室発掘前 西方より

左：南側石室内遺物出土状態（歯・勾玉・小玉・鏡） 北

方より

装身具・鏡 写真

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

右：南側石室（歯・硬玉勾玉・ガラス小玉・三角縁三神

三獣鏡） 西方より

左：南側石室南半所見 東方より 石室の周囲に河原石

をつめず

埋葬施設 写真

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

上：西石室（天井石露出後） 西北方より

下：西石室（天井石露出後） 西北方より

埋葬施設 写真

21 20 広島県

広島県駅家町掛迫古墳（一） S30.８調査

右：西石室東部所見 北方より

左：西石室西部所見 南方より

埋葬施設 写真

21 20 広島県 深安郡加法寺掛迫５号墳出土鏡 鏡 拓本

21 21 鹿児島県
鹿児島県大口市下殿焼山古墳出土鉄鏃 寺師見國氏蔵

S36.８
武器 写真

21 21 鹿児島県
鹿児島県大口市下殿焼山古墳出土鉄鏃 寺師見國氏蔵

S36.８
武器 写真

21 22 鹿児島県
鹿児島県出水市溝下古墳 S36.８ 写真４枚

表右：鉄剣 表左：鉄鏃 裏：鉄剣・鉄鏃
武器 写真

21 22 鹿児島県
鹿児島県出水市大字上智識字道場園（俗称：溝下古墳）

鉄剣・鉄鏃 写真３枚 出水市立図書館蔵
武器 写真

21 22 鹿児島県
鹿児島県出水市上智識字道場園（溝下古墳） 鉄剣・鉄鏃

写真３枚 出水市図書館 S36.８
武器 写真

21 22 鹿児島県
鹿児島県出水市溝下古墳 鉄剣・鉄鏃 写真２枚 S36.

８
武器 写真
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21 22 鹿児島県
鹿児島県出水市溝下古墳 鉄剣・鉄鏃 写真２枚 S36.

９
武器 写真

21 23 鹿児島県 鹿児島県大口市大住古墳 石室露出状況 埋葬施設 写真

21 23 鹿児島県 鹿児島県大口市大住古墳 石室露出状況 S36.８ 埋葬施設 写真

21 23 鹿児島県 鹿児島県大口市大住古墳 石室露出状況 S36.８ 埋葬施設 写真

21 23 鹿児島県 鹿児島県大口市大住古墳 石室露出状況 S36.８ 埋葬施設 写真

21 23 鹿児島県 鹿児島県大口市大住古墳 石室露出状況 S36.８ 埋葬施設 写真

21 23 鹿児島県

上：鹿児島県大口市大住古墳出土鉄鏃 寺師氏蔵

S36.８

下：大住か？ 鉄鏃 寺師氏蔵 S36.８

武器 写真

21 24 宮崎県 宮崎県西都原古墳群付近の横穴 人類学教室 横穴 写真

21 24 宮崎県 宮崎県西都原古墳群付近の横穴 人類学教室 横穴 写真

21 24 宮崎県 鬼の窟遠景 人類学教室 横穴 写真

21 24 宮崎県 鬼の窟近景 人類学教室 横穴 写真

21 24 宮崎県 西都原一本松塚 前方部 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原一本松塚 前方部 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原一本松塚 粘土 人類学教室 埋葬施設 写真

21 24 宮崎県 西都原一本松塚 葺石 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 短甲出土状況 人類学教室 武具 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 鉄製品出土状況 人類学教室 鉄製品 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 短甲・武具等出土状況 人類学教室 武具 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 短甲・鉄剣出土状況 人類学教室 武器 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 短甲・鉄剣出土状況 人類学教室 武器 写真

21 24 宮崎県 西都原111号墳 遺物出土状況 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳近景 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳遠景 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳遺物出土状況 人類学教室 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳円筒埴輪列 人類学教室 古墳・埴輪 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳円筒埴輪列 人類学教室 古墳・埴輪 写真

21 24 宮崎県 西都原112号墳円筒埴輪列 人類学教室 古墳・埴輪 写真

21 24 宮崎県 西都原200号（112か）遺物出土状況 古墳 写真

21 24 宮崎県 西都原古墳群立体模型・墳丘規模 古墳 写真・メモ

21 24 宮崎県 （日向名勝）西都原古墳・鬼の窟の風光 古墳 絵葉書

21 24 宮崎県 古墳分布図 宮崎県 古墳
分布図・

パンフレット

21 24 宮崎県 西都原古墳群分布図 古墳 分布図

21 24 宮崎県 朝日新聞切抜 S35.11.27付 その他 新聞切抜

21 25 宮崎県

宮崎県小林市大字真方字松之江（地下式横穴）出土 鉄

器 小林公民館蔵 S36.８

右：鉄鏃・工具 中：工具 左：鉄鏃・工具

鉄製品 写真

21 25 福岡県
福岡県宗像郡宮地獄古墳 S41.８

上：石室 下：ガラス片

埋葬施設・

その他
写真

21 25 熊本県 熊本県八代郡大野村古墳 人類学教室 古墳 写真

21 25 熊本県 肥後国天草郡合津前島梅ドン畑古墳 人類学教室 古墳 写真

21 25 熊本県 肥後国天草郡河村石板（石棺材） 人類学教室 古墳 写真

21 25 福岡県
福岡県浮羽郡楠名重定古墳（石室ニ向テ＊側ニ＊＊アリ）

人類学教室
古墳 写真

21 25
熊本県・

福岡県

上：菊池川と船山古墳（熊本県菊水町）

下：福岡市老司古墳第３号石室の東北隅の鏡出土状態

（九州大学）

古墳・鏡 絵葉書切抜

21 26 岡山県
岡山県津山市沼の方墳 「国土開発の爪あと」『世界』212

号 S38.８
古墳 雑誌切抜

21 26 山口県 山口県白鳥神社古墳出土遺物（管玉・鉄斧） S27.８.31
装身具・

鉄製品
写真

21 26 島根県 出雲大座村山代犬山邸内古墳 古墳 写真

21 26 島根県
島根県飯石郡東須佐村大字原田宇和田1360番地 塚松山

西南より写す
古墳 写真
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21 26 島根県

島根県飯石郡東須佐村大字原田宇和田1360番地 塚松山

上：○印出土：杯・高 ・皿

下：×印出土（上段二つの間の石は古墳出土品でない瑪

瑙の玉で玉で穴が少しあいて半製品のよう）：土師器

杯・金環・須恵器長頚壺・瑪瑙塊・須恵器杯・須恵器高

・須恵器杯

土器・装身具 写真

21 26 島根県

塚松山 遺物出土状況模式図 昭和十六年度 國史学科

倉橋榮吉

（場所）島根県飯石郡東須佐村大字原田宇和田1360番地

（註）其所ハ塚松山ト称シ来タル両図ニ於テ土器自然石

ハ位置ヲ示スノミ・遺物ハ同村大田幸次郎氏ガ保存ス

右：写真○印・左：写真×印

土器・装身具 模式図

21 26 岡山県
石棺内副葬品の出土状態 岡山市北浦八幡大塚２号墳

（38頁参照）
古墳 図版

21 27 香川県 讃岐・山内・天神社古墳石棺 S25.７.９ 埋葬施設 写真

21 27 香川県

讃岐・三豊・西財田・三ノ山古墳 S25.７.９～10

同・快天山古墳 S25.７.９

三ノ山出土三脚付土器 S25.７.10

古墳・土器 写真

21 27 香川県

讃岐・善通寺・磨臼山古墳石棺 S25.７.９

同・三豊 高岡・鹿隅・一本松遺跡遠景・同・カンス塚

出土品 S25.７.10

古墳 写真

21 28 奈良県
『大和出土の考古資料』 航空写真 茶臼山古墳（末永雅

雄博士）・航空写真 石舞台古墳（朝日新聞社提供）
古墳 絵葉書

21 28 奈良県

『大和出土の考古資料』 茶臼山古墳出土品 勾玉・変形

琴柱形石製品・帆形石製品（橿原考古学研究所保管・大

和歴史館陳列）

茶臼山古墳：玉杖（橿原考古学研究所保管）・茶臼山古

墳：銅鏃・鉄鏃（橿原考古学研究所保管・大和歴史館陳

列）

石製品・武器 絵葉書

21 28 奈良県

『大和出土の考古資料』 櫛山古墳出土 石製合子片・石

釧片（橿原考古学研究所蔵・大和歴史館陳列）・茶臼山古

墳 玉葉形石製品（橿原考古学研究所保管・大和歴史館

陳列）

石製品 絵葉書

21 29 三重県

鈴鹿市井田川茶臼山古墳（四日市大井手 田中安一氏蔵）

S30.10.28 素環頭・管玉・滑石製紡錘車

出雲美保仏国寺 S39.３.10 須恵器高 ・三角板鋲留

短甲ほか

武器・装身具

・石製品・土

器・武具

写真

21 29 静岡県

駿河庵原郡庵原村字山切（庵原小学校蔵） 須恵器提瓶・

須恵器 ・須恵器長頚瓶

堀ノ内横穴一部

横穴内部

横穴・土器 写真

21 29 岐阜県

岐阜県海津郡城山村東天神古墳ヨリ発掘ノ鏡ト剣（三角

縁神獣鏡か・環頭大刀か）

岐阜県海津郡城山村東天神古墳ヨリ発掘ノ貴重品（玉

類・小型 製鏡・鉄剣ほか）

鏡・武器・装

身具
絵葉書

21 29 静岡県 賤機山古墳 出土品メモ S24.３.20発掘 その他 メモ

21 29 三重県

伊賀国阿山郡友生村大字喰代字高猿発掘遺物 其一 遺

跡遺物研究会

四乳鏡・六獣文鏡・乳文鏡・滑石製紡錘車・小玉・銀環

伊賀国阿山郡友生村大字喰代字高猿発掘遺物 其二 遺

跡遺物研究会

須恵器提瓶・須恵器蓋杯・須恵器高 ・須恵器有蓋高 ・

須恵器 ・須恵器甕・須恵器坩・土師器椀・直刀・鉄剣・

刀子・鍬・鉄斧・鉄鏃

鏡・装身具・

土器・武器・

鉄製品

図版

21 29 和歌山県
木枕北古墳 和歌山県海草郡東山東村木枕中垣内 雲

珠・鉄鏃・管玉

馬具・武器・

装身具
実測図

22 １ 長野県
妙義山古墳測量図（主墳・北陪塚・南陪塚） 1/100 測

量：金谷・斎東 S31.10.８完了
古墳 実測図

22 １ 長野県
妙義山古墳測量図（主墳・北陪塚・南陪塚） 1/200 測

量：金谷
古墳 実測図

22 １ 長野県 墳丘断面図（主墳・北陪塚・南陪塚） 古墳 実測図
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22 １ 長野県
主墳中央トレンチ断面図 1/20 実測：金谷 S31.10.

14
古墳 実測図

22 １ 長野県
妙義山古墳陪塚第二（三？）号墳実測図（墳丘断面）

S31.10.８完了 実測：金谷・斎東
古墳 実測図

22 １ 長野県
妙義山古墳実測図（葺石平面・イ－ロ断面） 1/10 実

測：大沢・小川
古墳 実測図

22 １ 長野県
妙義山古墳葺石実測図（葺石平面・A－B断面） 1/10

実測：金谷
古墳 実測図

22 １ 長野県 妙義山陪塚石室実測図 1/10 埋葬施設 実測図

22 １ 長野県 妙義山古墳石組 1/10 実測：金谷 古墳 実測図

22 １ 長野県 妙義山陪塚実測図（遺物出土状況） 実測：河西 古墳 実測図

22 １ 長野県 妙義山陪塚略図（遺物出土状況） 実測：河西 古墳 実測図

22 １ 長野県 妙義山陪塚略図（遺物出土状況） 実測：原 ９.19 古墳 実測図

22 １ 長野県 玉類出土状況 作図：金谷 古墳 実測図

22 １ 長野県
主墳封土中出土遺物（土師器・石製品・寛永通宝） 実測：

金谷

土器・石製品

・銭
実測図・拓本

22 １ 長野県
妙義山北陪塚出土遺物（素環鏡板付轡） 実測：金谷

S32.10.12
馬具 実測図

22 １ 長野県
妙義山北陪塚出土遺物（素環鏡板付轡） 実測：金谷

S32.10.12
馬具 実測図

22 １ 長野県 妙義山古墳北陪塚出土遺物（鉄鏃・小玉） 武器・装身具 実測図

22 １ 長野県 妙義山南陪塚（土師器） 土器 実測図

22 １ 長野県 妙義山古墳陪塚第二号墳（直刀２口） 武器 実測図

22 １ 長野県
妙義山陪塚出土遺物実測図（須恵器杯・大刀・刀子） 1/

1 実測：金谷
土器・武器 実測図

22 １ 長野県
妙義山陪塚出土遺物実測図（鉄鏃・刀子・玉類） 1/1 実

測：金谷 S30.９.18

土器・石製品

・装身具
実測図

22 １ 長野県 遺物（金環・勾玉・小玉・石塊） 装身具 実測図

22 １ 長野県 金銅装飾金具 装身具 実測図

22 １ 長野県 土師器（櫛書文） 土器 拓本

22 ２ 長野県 妙義山陪塚（北部） 遺物出土状況 S30.９.７ 古墳 写真

22 ２ 長野県 妙義山陪塚（北） 直刀出土前 S30.９.13 古墳・武器 写真

22 ２ 長野県 妙義山陪塚（北） 人骨群 S30.９.13 古墳・人骨 写真

22 ２ 長野県
妙義山陪塚（北） 馬具・鉄鏃出土状態 北側より S30.

９.14

古墳・馬具・

武器
写真

22 ２ 長野県 妙義山陪塚（北） 遺物出土状態 S30.９.14 古墳 写真

22 ２ 長野県
妙義山陪塚（北） 遺物出土状態（東側金環出土） S30.

９.14
古墳・装身具 写真

22 ２ 長野県
妙義山陪塚（北） 遺物出土状態（北側東方・玉類出土）

S30.９.18
古墳・装身具 写真

22 ２ 長野県 妙義山陪塚 石室 S30.９.23
古墳・

埋葬施設
写真

22 ２ 長野県 妙義山古墳発掘状態（ネガ裏返し）・大刀 古墳・武器 写真

22 ３ 長野県 妙義山古墳陪塚（南方） S30.９.７ 古墳 写真

22 ３ 長野県 妙義山南陪塚切断 S31.10.８ 写真欠台紙のみ 古墳 台紙

22 ４ 長野県 妙義山古墳 葺石 S30.９.３ 古墳 写真

22 ４ 長野県 妙義山古墳 石組（発掘前・東方より） S30.９.４ 古墳 写真

22 ４ 長野県 妙義山古墳 石組（南より） S30.９.４ 古墳 写真

22 ４ 長野県 妙義山主墳 中央トレンチ切断面 S31.10.９ 古墳 写真

22 ４ 長野県 東筑妙義山古墳 発掘状態・全景・土師器 古墳・土器 写真

22 ４ 長野県 妙義山古墳 石組 古墳 写真

22 ４ 長野県 妙義山古墳（全景） S30.９.１ 写真欠台紙のみ 古墳 台紙

22 ４ 長野県 妙義山古墳（発掘状況） S30.９.７ 写真欠台紙のみ 古墳 台紙

22 ４ 長野県
妙義山主墳 中央トレンチ S31.10.９ 写真欠台紙の

み
古墳 台紙

22 ５ 長野県

長野県松本市中山古墳群36号墳 S46.11.14

長野県松本市中山古墳発見 三角縁獣帯鏡（上方作竟

云々銘アリ） 原嘉藤氏提供

古墳・鏡 写真

22 ５ 長野県

原嘉藤・小松虔 「長野県松本市中山第三六号古墳（仁能

田山古墳）調査報告」『信濃』24－４ 抜刷 長野県松本

市教育委員会

古墳 抜刷

22 ５ 長野県 松本市中山弘法山古墳 遠景（南方より） S49.７.13 古墳 写真
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22 ５ 長野県
松本市中山弘法山古墳（一） 礫 全景（北方より）・礫

内棺跡 S49.７.13
埋葬施設 写真

22 ５ 長野県
松本市中山弘法山古墳（二） 鉄斧・四乳獣帯鏡・銅鏃・

鉄剣・鉋・鉄鏃 S49.７.13

鉄製品・鏡・

武器
写真

22 ５ 長野県 松本市中山弘法山古墳（三） ガラス玉 S49.７.13 装身具 写真

22 ６ 長野県 平出第一号墳 発掘鍬入式 S31.８.25 古墳 写真

22 ６ 長野県 平出第一号古墳 全景（北方茶屋側より） S31.８.26 古墳 写真

22 ６ 長野県 平出第一号墳 発掘 S31.８.26 古墳 写真

22 ６ 長野県
平出第一号墳 発見遺物 S31.８.27 鉄剣出土状態・

遠景
古墳・武器 写真

22 ６ 長野県 平出第二号墳 石室 S31.８.27 埋葬施設 写真

22 ６ 長野県 平出古墳出土 鉄鏃 武器 実測図

22 ７ 長野県
関 孝一「東信濃鳥羽山洞穴における古代祭祀遺跡」『考

古学雑誌』52－３ 抜刷
遺跡 抜刷

22 ７ 長野県 鳥羽山洞穴 遺跡 カード

22 ７ 長野県 鳥羽山洞穴 遠景・調査風景 S42.７.28 遺跡 写真

22 ７ 長野県 鳥羽山洞穴 調査風景・遠景 S42.７.28 遺跡 写真

22 ７ 長野県
鳥羽山洞穴出土土器（丸子実高蔵） 土師器坩・須恵器把

手付椀 S42.７.29
土器 写真

22 ７ 長野県
鳥羽山洞穴出土土器（丸子実高校蔵） 土師器高杯・土師

器坩・須恵器 ・須恵器椀 S42.７.29
土器 写真

22 ７ 長野県 砥石 石製品 写真

22 ７ 長野県 鹿角装刀子 ２枚 武器 写真

22 ７ 長野県 紡錘車 石製品 写真

22 ７ 長野県 砥石・鹿角装刀子・紡錘車
石製品・武器

・石製品
写真

22 ７ 長野県 鹿角装刀子・紡錘車・勾玉・管玉・小玉・石釧
武器・装身具

・石製品
写真

22 ７ 長野県 勾玉・管玉・小玉・石釧 ２枚
装身具・石製

品
写真

22 ８ 長野県 洞穴全測図 遺跡 実測図

22 ８ 長野県 遺物ドットマップ 遺跡 実測図

22 ８ 長野県 敷石実測図 遺跡 実測図

22 ９ 長野県 『大室古墳群略図』 古墳 分布図

22 ９ 長野県
飯田盆地・龍東北部 神稲村・河野村・生田村 古墳分

布図
古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍西南部・三穂村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍西南部・竜丘村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍西北部・上郷村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍西北部・市田村・座光寺村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍東・喬木村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍西南部・松尾村・県村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県
飯田盆地・龍西北部・飯田市/龍西南部・伊賀良村 古墳

分布図
古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・龍江村・川路村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 飯田盆地・会地村・智里村 古墳分布図 古墳 分布図

22 ９ 長野県 馬背塚・姫塚 古墳 実測図

22 ９ 長野県 雲彩寺古墳 1/600 古墳 実測図

22 ９ 長野県 オサル堂 古墳 実測図

22 ９ 長野県 塚原二子塚 古墳 実測図

22 ９ 長野県 御射山獅子塚 古墳 実測図

22 10 長野県
信濃・埴科・西 ・池ノ平所在前方後円墳ト円形墳トヲ

望ム（西條国民学校ヨリ）
古墳 写真

22 10 長野県 松島王塚 S26.７.22・付近小平塚 S26.７.22 古墳 写真

22 10 長野県
下伊那郡大下条村 種田塚 遠望・石室入口 S26.12.

24

古墳・

埋葬施設
写真

22 10 長野県 下伊那郡大下条村 種田塚 石室内部 S26.12.24 埋葬施設 写真

22 10 長野県 下伊那郡喬木村 下平古墳 S26.12.25 埋葬施設 写真

22 10 長野県 東筑摩郡古墳 寿村耳塚 S26.４.12 古墳 写真

22 10 長野県
北安曇郡の古墳 大町三ケ町出土（窪田氏蔵） 鉄剣

S26.６・（最北古墳）神城村東佐野古墳 S26.６.７
古墳・武器 写真
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22 10 長野県
下伊那郡旦開村 新熊古墳 ＊＊＊関喜兵衛氏 S８.

４
古墳 写真

22 10 長野県
北安曇郡有明村古墳 史跡保存指定魏磯城の窟（ドルメ

ン式古墳）八面大王の遺蹟・ぢいが塚 S25.10.27
埋葬施設 写真

22 10 長野県 上郷村雲彩寺古墳（天神塚古墳）・竜丘村塚原遠望 古墳 写真

22 10 長野県 松尾村依田獅子塚・川路村正法寺塚 古墳 写真

22 10 長野県 座光寺村高岡古墳・下伊那竜丘村馬背塚・二子塚 古墳 写真

22 10 長野県 竜丘村塚原二子塚・竜丘村塚原御猿堂古墳 古墳 写真

22 10 長野県 松尾村姫塚（木立の下がそれ）・上郷村天神塚古墳 古墳 写真

22 10 長野県 大下條村種田塚・諏訪古墳和銅線出土 古墳 写真

22 10 長野県
下伊那馬背塚（S26.12.23）・阿島古墳入口（S26.12.

25）・阿島古墳内部（S26.12.25）

古墳・

埋葬施設
写真

22 10 長野県
川路村辻塚塚口・大島村一ノ坪古墳 石室内部 屈折部

を示す

古墳・

埋葬施設
写真

22 10 長野県 信濃・埴科・森・将軍塚 写真欠台紙のみ 古墳 台紙

22 11 長野県 三ッ塚 全景 宮田村 S27.４.30 古墳 写真

22 11 長野県 三ッ塚（第１号） S27.８.17 古墳 写真

22 11 長野県 三ッ塚遠望（第１号） S27.８.17 古墳 写真

22 11 長野県 三ッ塚貼石（北部・南部） S27.８.17 古墳 写真

22 11 長野県 三ッ塚 S27.８.17 古墳 写真

22 12 長野県
埴科 豊栄 観音塚 鉄鏃・杏葉・辻金具・勾玉・切子

玉・丸玉・小玉・金環

武器・馬具・

装身具
写真

22 12 長野県 埴科 東 笹塚 轡・ 具・兵庫鎖 馬具 写真

22 12 長野県
下高井・田麦一号墳 三角板鋲留短甲・二重口縁壺形土

器
武具・土器 写真

22 12 長野県
埴科 森 野山古墳 銅環・金環・丸玉・管玉・勾玉・

刀子形石製模造品・鉄鏃・鉄斧・轡・刀子・直刀

装身具・石製

品・武器・鉄

製品

写真

22 12 長野県
上伊那郡 美篶村 天神山古墳 S27.10.10 直刀・鍔・

勾玉・金環
武器・装身具 写真

22 12 長野県
埴科 両宮野村 吉出土 鉄鏃・ 具・金環・切子玉・

管玉・勾玉
武器・装身具 写真

22 12 長野県

東筑摩郡坂北村

字刈谷沢古墳出土 直刀・鉄鏃・轡

字仁熊出土 須恵器甕・杯・土師器坩

武器・馬具・

土器
写真

22 12 長野県

長野市湯福神社 宝物 其一

神宝 薙鎌（往古ヨリ神社ニ伝フ）

出土品（神社附近高岡小丸山ヨリ発掘）

直刀・ ほか刀装具・鉄鏃・辻金具・金環・勾玉・丸玉・

切子玉・管玉

武器・馬具・

装身具
写真

22 12 長野県

長野市湯福神社 宝物 其二

出土品（神社附近高岡ヨリ発掘）

弥生式土器（土師器皿・坩・高杯）・石鏃・石斧

土器・石器 写真

22 12 長野県
第廿六ノ四 同 前古墳出土玉類

勾玉・管玉・丸玉・金環・須恵器残片
装身具・土器 写真

22 13 長野県
長野県諏訪郡宮川村高部乞食塚出土 増沢寅之助氏蔵

鉄鏃・鍔・直刀
武器 写真・拓本

22 13 長野県 乞食塚 直刀・轡 武器・馬具 写真

22 13 長野県 乞食塚 墳丘・和同開 古墳・その他 写真

22 14 長野県 信濃国南安曇郡穂高町字上原古墳 古墳 写真

22 14 長野県
信濃国南安曇郡穂高町字上原 勾玉・管玉・切子玉・丸

玉・金環
装身具 写真

22 14

長野県・

愛媛県・

茨城県・

群馬県・

山口県・

兵庫県・

滋賀県・

富山県・

奈良県

信濃国南安曇郡穂高町字上原古墳発見 勾玉

『東京帝室博物館発行絵葉書』43－３ 勾玉

伊予国温泉郡生島村（蛇紋岩）・下総国猿島郡弓馬田村

（土）・伝上野国多野郡美九里村（金銅）・長門国豊浦郡

川中村（水晶）・摂津国三島郡福井村（銀）・摂津国武庫

郡本山村（琥珀）・近江国東浅井郡朝日村（瑪瑙）・長門

国豊浦郡川中村（瑪瑙）・越中国西礦波郡赤丸村（瑪瑙）・

大和国北葛飾郡河合村（滑石）

装身具 写真・絵葉書

22 14 長野県 信濃国南安曇郡穂高町字上原 轡 馬具 写真
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22 14 長野県
穂高村上原古墳出土品 S26.６.21 穂高神社記 勾

玉・切子玉・丸玉・金環・刀子
装身具・武器 実測図

22 15 長野県

図版第二三 浅間古墳群（三）

松本市里山田地区 オボケ古墳

松本市岡田地区下岡田 猫塚

古墳 写真

22 15 長野県
下伊那各地（龍丘中学校蔵） S26.12.23 鉄鉗・鉄斧・

環頭・鉄鉾・紡錘車形石製品・鞍金具

鉄製品・武器

・石製品・馬

具

写真

22 15 長野県

下高井郡

＊＊＊村馬場古墳 金銅装 具・金銅製飾金具・金環・

切子玉

同村紫岩古墳 丸玉・小玉・勾玉・鉄鉾・鉄鏃

倭村発見品 管玉・金環・勾玉・丸玉・紡錘車形石製品

馬具・装身具

・武器・石製

品

写真

23 １ 長野県

第二号墳を見る S37.11.22

第一号墳発掘を見る S37.1123・一号墳を見る（二号墳

より） S37.11.24・第二号（一号墳から見る） S37.11.

24

古墳 写真

23 １ 長野県 石室遠望・第１号墳発掘を見る S37.11.23 古墳 写真

23 １ 長野県 二号墳石室 遺物出土状態 S37.11.24 古墳 写真

23 １ 長野県 将軍塚北端・西端 S37.11.25 古墳 写真

23 １ 長野県
安坂第一号（将軍塚）墳 全景・封土石 一部 茂木君

撮影
古墳 写真

23 １ 長野県
安坂第一号墳 西 遺物出土状態（中央部）・（北端よ

り）茂木君撮影
古墳 写真

23 １ 長野県 直刀 武器 写真

23 １ 長野県 安坂第一号墳西 ・第二号石室 古墳 台紙

23 １ 長野県
長野県東筑摩郡坂井村 安坂中村古墳 第１・２号墳測

量図
古墳 実測図

23 １ 長野県 第１号墳 １号石室 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 第２号墳 石室 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第１号墳 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第１号墳 第１号石 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第１号墳 第２号石 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第２号墳 第２号石 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第２号墳 第１号石 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第２号墳 石 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県
安坂ケールン群 第一号墳西方直下・安坂農道下・安坂

部落田の中・墓裏
古墳 写真

23 １ 長野県
安坂城跡遠望・同上（安坂城跡）より遺跡を望む・四号

墳附近より第一号墳を望む S11.24 大場撮影
古墳 写真

23 １ 長野県 石室の羨道部を見る 埋葬施設 写真

23 １ 長野県 ② 第４号墳玄室奥壁・奥壁上部より羨道部を望む 埋葬施設 写真

23 １ 長野県 ③ 第４号墳左玄門のノミ痕 埋葬施設 写真

23 １ 長野県 第４号墳左玄門のノミ痕 埋葬施設 写真

23 １ 長野県 安坂中村 第４号墳 実測図 埋葬施設 実測図

23 １ 長野県 安坂中村 第４号墳 石室実測図 埋葬施設 実測図

23 ２ 長野県 東筑摩郡坂北村 安坂ケールン 将軍塚 古墳 写真

23 ２ 長野県
坂井ケールン 坂井小学校より安坂城址を見る 頂上木

のある所古墳
古墳 写真

23 ２ 長野県 第二図 遺跡遠望（○印下）・安坂城址遠望（頂上に石塚） 古墳 写真

23 ２ 長野県 第三図 中村古墳 古墳 写真

23 ２ 長野県 第四図 将軍塚（帽子下石室）・他の石塚の側壁
古墳・

埋葬施設
写真

23 ２ 長野県

坂井国民学校より 安坂城跡の古墳のある場所を望む頂

上の木のある場所

将軍塚より安坂城跡を望む 頂上の木のある平坦なとこ

ろ古墳あり

古墳 写真

23 ２ 長野県
安坂頂上の古墳址・古墳のある頂上より谷底を望む・古

墳 より谷底を望む
古墳 写真

23 ３ 長野県 埴科東条村 王塚・笹塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 長野県大町市森西山積石塚（二基） S33.５.３ 古墳 写真
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23 ３ 長野県 長野県大町市平区尻国積石塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 積石塚 信濃国埴科郡東條村 笹塚・王塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 合掌式石室 信濃国埴科郡東條村 笹塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 信濃・埴科・東條・菅間・王塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 長野県大町市平区新郷積石塚 古墳 写真

23 ３ 長野県 『考古資料絵葉書』 信濃国上高井郡保科村ニカゴ塚 古墳 絵葉書

23 ４ 韓半島 積石塚カード 朝鮮半島 ９枚 古墳 カード

23 ４ ／ 積石塚カード 29枚 古墳 カード

23 ４ 長野県 積石塚カード 長野県積石塚統計 56枚 古墳 カード

23 ４ ／
「わが国における積石墳の一考察」原稿ほか積石塚関係

ノート
古墳 原稿

23 ４ ／ 積石塚・合掌形石室関係主要参考文献 S43.８
古墳・

埋葬施設
表

23 ５ 長野県 上：御母家石室墳 S32.４.13・下：猫塚 S32.４.14 古墳 写真

23 ５ 長野県

上：松本市里山辺 荒町ケールン S32.４.13

下：松本市里山辺荒町大塚（右）・針塚（左）遠望 S32.

４.13

古墳 写真

23 ５ 長野県

上：松本市水吸字タテ１号墳ケールン

下：松本市水吸字西原第五号墳 納骨堂付近ケールン

S32.４.14

古墳 写真

23 ５ 長野県
上：本郷村字西原ケールン・下：本郷村下屋敷ケールン

S32.４.14
古墳 写真

23 ５ 長野県
松本市里山辺地区荒町モミのケールン S32.４.12 ２

枚
古墳 写真

23 ５ 長野県 松本市里山辺荒町古墳・松本市里山辺針塚 S32.４.13 古墳 写真

23 ５ 長野県 本郷村原石塚（上）及水汲第五号墳（下） 古墳 写真

23 ５ 長野県 松本市里山辺区荒町大塚（上）・針塚（下） 古墳 写真

23 ５ 長野県

本郷村原ノ石塚 S32.４.14

上：原字西原のケールンを望む 西原古墳・中：拳祀山

を望む・下：原より拳祀山を望む

古墳 写真

23 ５ 長野県

本郷村水汲ケールン？水汲字西原 S32.４.14

上：向ッテ左ガ三号墳、右ガ二号墳・下：向ッテ左カガ

二号墳、右ガ一号墳丘ノ一部残り石 用巨石先年アリタ

ルモ現在ナシ

古墳 写真

23 ５ 長野県

薄町石塚 S32.４.13

右上：薄町猫塚（薄宮附近）・右下：薄町附近のケール

ン・左：祠

古墳 写真

23 ５ 長野県

荒町地区 S32.４.13

上：松本市里山辺区荒町大塚針塚遠望

下：松本市里山辺区荒町畑中のケールン？（『人誌』37の

５号）

古墳 写真

23 ５ 長野県

荒町地区 S32.４.13

上：荒町畑中のケールン・中：針塚上野一去氏・下：荒

町より＊山を望む

古墳 写真

23 ５ 長野県

右上：惣社伊和社入口 右下：総社内道祖神 左上：総

社伊和神社大木 左中：総社伊和神社 左下：総社車塚

古墳址

神社 写真

23 ５ 長野県

右上：本郷村原のケールン・右中：オボケ古墳全景・右

下：オボケの石室・左上：甲州白山ケールン遠望・左下：

オボケ石室の天井石

古墳・埋葬施

設
写真

23 ５ 長野県
左上：式内岡田神社入口・右上・中：遺跡風景・下：鉄

剣３本、轡、鉄製品

遺跡・馬具・

武具
写真

23 ５ 長野県 森将軍塚 石室２枚 埋葬施設 写真

23 ５ 長野県 上：空塚 中：長原古墳群 下：大室古墳群
古墳・

埋葬施設
写真

23 ５ 長野県 鉄剣３本・轡・鉄製品 武器・馬具 写真

23 ５ 長野県 薄宮宝物（鉄剣） S33.７.20実測 武器 実測図

23 ５ 長野県 メモ３枚（冠に関するもの、各古墳の規模） その他 メモ

23 ６ 長野県 大室 一六八号 石室 S28.３.13 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県 大室 一三九号 石室 S28.３.13 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県 大室 一五四号 全景 S28.３.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 二三九号（上円下方）？ S28.４.13 古墳 写真
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23 ６ 長野県 大室 関崎山 円形古墳（十六号） S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 谷 ムジナゴーロ付近 S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 谷 大塚（二四四号） S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 谷 一七六号 S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 谷 一九四号（巨石利用） S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 古墳（三五七号） 石室 S28.４.14 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県 大室 北谷 古墳 S28.４.14 古墳 写真

23 ６ 長野県 大室 北谷 三〇六号 入口 S28.４.14 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県 大室 北谷 三〇九号 複室 S28.４.14 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県 大室 中谷 三六二号 二室（大・小） S28.４.14 埋葬施設 写真

23 ６ 長野県
大室 中谷麓 石室（竪穴式？） S28.４.14 石室石材

に「434」の文字あり
埋葬施設 写真

23 ６ 長野県
大室五号墳出土 勾玉・丸玉・小玉・管玉・切子玉・金

環
装身具 写真

23 ６ 長野県
埴科郡松代町字高尾地区大室 松代町東条地区笹塚（石

室）

古墳・

埋葬施設
写真

23 ６ 長野県 大室古墳群（中谷 362号）
古墳・

埋葬施設
写真

23 ６ 長野県
大室 一五四号 全景 S28.３.13

大室 一三九号 石室 S28.３.13

古墳・

埋葬施設
写真

23 ６ 長野県 大室 玉 ムジナゴーロ付近 S28.４.13 古墳 写真

23 ６ 長野県

自然石利用の一九四号墳 ムジナゴーロの下

大道東山手 三四九号墳

中谷下の合掌（式石室） 三五六号墳

中谷上の合掌（式石室） 三五七号墳

古墳・

埋葬施設
写真

23 ６ 長野県

山頂の積石塚一六号墳 岡崎 扇平・清水尻の大塚 二

四四号墳・雑刈より北谷を望む・大場先生・石室内に隔

壁のある三〇九号墳 北谷入口・畑中の横穴石室の残骸

四七号墳 ムジナゴーロの東側・竪穴残骸 434号墳 中

谷入口・上円下方墳と思われる二三九号墳 大室各清水

尻上・山頂の合掌墳 二二一号墳 小林の尖端・合掌墳

一六八号墳 ムジナゴーロの上・中谷 円墳中に二室あ

るもの362号墳・二室に分れている三〇九号墳の遠景北谷

入口

古墳・

埋葬施設
写真

23 ６ 長野県 栗林紀道 『大室古墳群 図』第４回基礎調査 S27.12 古墳 分布図

23 ７ 長野県 長野県須坂市鎧塚古墳 遠景 古墳 写真

23 ７ 長野県 鎧塚一号墳 墳丘 ３枚 古墳 写真

23 ７ 長野県 鎧塚一号墳 調査中・勾玉出土状況 古墳・装身具 写真

23 ７ 長野県 鎧塚一号墳 石釧出土状況・方格規矩四神鏡出土状況
古 墳・石 製

品・鏡
写真

23 ７ 長野県 鎧塚一号墳 鉄片出土状況 古墳・鉄製品 写真

23 ７ 長野県 鎧塚一号墳 鉄鏃出土状況・方格規矩四神鏡出土状況
古墳・武器・

鏡
写真

23 ７ 長野県 鎧塚二号墳 鈴杏葉出土状況 古墳・馬具 写真

23 ７ 長野県 鎧塚二号墳 金銅製獣首面帯金具出土状況 古墳・装身具 写真

23 ７ 長野県 鎧塚二号墳 墳丘遠景・近景 S32.８.11 古墳 写真

23 ７ 長野県
鎧塚二号墳 墳丘上 S32.８.11

人物埴輪
古墳・埴輪 写真

23 ７ 長野県

長野県鎧塚遺物

一号遺物 方格規矩四神鏡残片・鉄鏃・鉄片

第一号 鉄鏃

鏡・武器・

鉄器
写真

23 ７ 長野県

長野県鎧塚遺物

第二号遺物 金銅製獣首面帯金具・鈴杏葉

第一号遺物 勾玉・ガラス小玉・管玉・石釧

装 身 具・馬

具・石製品
写真

23 ７ 長野県 長野県鎧塚発見 貝釧 装身具 写真

23 ７ 長野県 長野県須坂市鎧塚古墳 貝釧・帯金具・鏡・石釧
装身具・鏡・

石製品
写真

23 ７ 長野県 鎧塚二号墳 金銅製獣首面帯金具 装身具 写真

23 ８ 香川県 サヌキ石清尾山古墳 墳丘平面・断面図 古墳 実測図

23 ８ 香川県 図版第一四 積石塚 讃岐国高松市南郊石清尾山所在 古墳 図版

23 ８ 香川県 図版第一五 積石塚 讃岐国高松市南郊石清尾山所在 古墳 図版
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23 ９
中国・韓

半島

図版第八 漢式古墳 （上）支那輯安縣所在将軍塚・（下）

朝鮮平安南道所在漢王墓
古墳 図版

23 10 山梨県 甲斐 三室山神社裏積石塚 S11 古墳 写真

23 11 神奈川県 神奈川県三ノ宮ケールン 近景・金鋏 T５.８ 古墳・鉄製品 写真

23 11 神奈川県 三ノ宮石室 古墳 写真

24 １ 茨城県
大生原古墳 S35.７（夏）

大生西第十四号墳石棺蓋石

古墳・埋葬施

設
写真

24 １ 茨城県
大生西第十四号墳石棺

人骨出土状態

古墳・埋葬施

設・その他
写真

24 １ 茨城県 潮来町大生中の池（S49.11.15）・常陸子子舞塚古墳 古墳 写真

24 １ 茨城県 子子舞塚古墳・十四号墳？ 古墳 写真

24 １ 茨城県 亀井氏調査 玉類 S45.７.16 装身具 写真

24 １ 茨城県 大生神社 S49.11.15 その他 写真

24 １ 茨城県
大生神社 例祭 巫女神社到着の図

献饌の図
その他 写真

24 ２ 茨城県 茨城県潮来町大生原 茂木氏贈 古墳 写真

24 ３ 茨城県
第一号墳実測図 ①－B 1/200 S27.12.18実 測

S28.１.６写
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 Ⅴ 第一号墳 造出 平面図 1/50 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 Ⅵ 第二トレンチ 埴輪円筒列 平面図 1/30 磯崎 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 Ⅶ 10トレンチ 埴輪円筒列 実測図 1/50 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 №Ⅹ 造出 土器出土状態…２ 1/20 12.25 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅡ 前方部上段 埴輪円筒出土状態 1/10 岩ノ 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅢ 前方部上段 埴輪円筒出土状態 1/10 岩ノ 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅣ A～B cection 1/20 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅤ C～D cection 1/20 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅥ E～F cection 1/20 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅦ G～H cection 1/20 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅧ 第三トレンチ 1/200 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅣ 第四号トレンチ 墳丘断面図 1/200 S27.12.26 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 ⅩⅩ 第八号トレンチ 墳丘断面図 1/200 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 Ⅹ 第十号トレンチ 墳丘断面図 1/200 S27.12.26 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 Ⅹ 第一第二礫床？ 12.28 古墳 実測図

24 ３ 茨城県
一期 ⅩⅩⅧ 第五トレンチ 断面図 1/100 S27.12.

21
古墳 実測図

24 ３ 茨城県
二期－２ 前方部西側三段目 埴輪出土 1/10 S28.

１.15 仮番号（№２）
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－４ 造出部 礫床実測図 1/10 S28.１.17 古墳 実測図

24 ３ 茨城県
二期－５ 前方部西側 内 鉄斧・須恵器・埴輪 1/

10 S28.１.19頃
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－６ 前方部西側 第１段 1/10 S28.１.19 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－７ 後西Ⅲ№２ 1/10 スエ 古墳 実測図

24 ３ 茨城県
二期－８ 前方部西側第一段№３ 須恵器・円筒埴輪

1/10
古墳 実測図

24 ３ 茨城県
二期－９ 後円部西側三段 埴輪列 1/10 S28.１.15

以後
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－11 造出下部 粘土層実測図 S28.１.22 1/10 古墳 実測図

24 ３ 茨城県
二期－12 造出部 第二礫床並ニ粘土層実測図 S28.

１.20以後 1/10
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－13 埴輪出土状況 S28.１.25 1/10 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 二期－13 褐色土層 S28.１.25 1/10 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 造り出し土器配置図 古墳 実測図

24 ３ 茨城県
大生原 １号墳棺内・１号礫床区・造り出し S35.７.17

実測者：宮内正勝
古墳 実測図

24 ３ 茨城県 第一号墳 造出実測図 1/50 S27.12.18 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 第一号墳 造出実測図 1/50 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 大生原第一号墳 造出部 1/30 古墳 実測図

24 ３ 茨城県 造出部 メモ 古墳 実測図
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24 ３ 茨城県

実測図目次

１．第二号墳実測図 ２．前方部西側三段目埴輪出土

３．造出第一礫床切断図 ４．造出第二礫床平面図 ５．

前方部西側 内遺物出土 ６．前方部西側第一段埴輪出

土 ７．前方部西側Ⅲ埴輪出土 ８．前方部西側第一段

埴輪・須恵出土 ９．後円部西側第Ⅲ埴輪列 10．造出

第二礫床切断図 11．造出下部粘土層実測図 12．造出

第二礫床粘土層実測図 13．造出南側 附近円筒出土

14．№４トレンチ切断面 15．№２トレンチ拡張部 F－F
切断 16．ナンバー９ T・N壁切断面

古墳・埴輪 メモ

24 ４ 茨城県

５．須恵器短頚壺 S27.12.15 造出しイ S35.７.11実

測 挿17の６

石斧 S28.１.24 13T封土中－380cm

土器・石器 実測図

24 ４ 茨城県
６．須恵器杯 S27.12.25 ホ造 依田 挿17の８

７．須恵器短頚壺 S27.12.27 造出 依田 挿17－５
土器 実測図・拓本

24 ４ 茨城県
８．須恵器高杯 S28.１.18 第一礫下№41 m.m 挿

17の３
土器 実測図

24 ４ 茨城県

９．須恵器杯 S27.12.25 造ハ 早瀬 S35.７.12 挿

17の13

10．須恵器杯 褐色・焼成普通・胎土良好 m.miyauchi
須恵器杯 暗褐色・焼成堅緻・胎土砂礫ヲ含ム m.

miyauchi
須恵器杯 焼成堅緻 m.miyauchi
須恵器短頚壺 西側 前方部 焼成堅緻 m.miyau

 
chi S35.７.14 挿17の12

11．須恵器残片 挿17－５

土器 実測図・拓本

-

24 ４ 茨城県
12．須恵器長頚瓶 S28.１.19 前方部西側 №３第一

段 挿図17－４
土器 実測図

24 ４ 茨城県
13．須恵器高杯 S27.12.25 造り 大野房枝 S35.７.

12実測 挿17－１
土器 実測図

24 ４ 茨城県

14．須恵器杯 S28.１.12 第一礫下 挿17ノ10

15．須恵器杯 S27.12.26 造ニ 挿17ノ11

16．須恵器高杯 S28.１.18 第一礫下 №34 挿17ノ

２

土器 実測図・拓本

24 ４ 茨城県

17．須恵器杯 S27.12.25 造チ 仲沢 S35.７.12 挿

17ノ９

18．須恵器杯蓋 S27.12.25 造ロ 仲沢 S35.７.12

挿17ノ14

土器 実測図・拓本

24 ４ 茨城県 19．須恵器短頚壺 S27.12.25 造出しイ 挿17－７ 土器 実測図・拓本

24 ４ 茨城県
20．須恵器甕 1/2 一号墳高円部中段 灰白色 挿17－

19
土器 実測図

24 ５ 茨城県 系図 ３枚 その他 メモ

24 ５ 茨城県 大野家系図の写 ７枚 その他 メモ

24 ５ 茨城県 大野一造の考察 ４枚 その他 メモ

24 ５ 茨城県 系図中夫々氏名の付記してあるもの 15枚 その他 メモ

24 ６ 茨城県 二期 １ 茨城県行方郡大生原古墳群（第二号墳実測図） 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 第四期－四 稲荷塚墳形実測図 1/100 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 第四期－五 稲荷塚敷石部実測図 1/20 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 第四期－六 第２トレンチ 土層断面図 1/20 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 第四期－一〇 東南粘土被覆 1/10 1954.７.26 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 Ⅳ－a 大生原村西古墳群第一号墳実測図 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 大生原村西古墳群第一号墳 トレンチ配置図 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 大生原村西古墳群第一号墳 造出し 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 大生原第一号墳実測図 1/100 古墳 実測図

24 ６ 茨城県 大生原村西古墳群第一号墳 墳丘形測値 古墳 メモ

24 ７ 茨城県 茨城県古墳分布図 古墳 分布図

24 ７ 茨城県 大生原村西古墳群分布図 1/2000 古墳 分布図

24 ７ 茨城県
茨城県行方郡潮来町地方全図 1/20000 S30.２.11現

在 ２枚
古墳 地図

24 ７ 茨城県 潮来 1/50000 S22.５.25 地理調査所 古墳 地図

24 ７ 茨城県 大生原村全図 1/12000 内山模型製図社 古墳 地図

24 ７ 茨城県 挿図１ Ⅲ 大生原村古墳分布図 古墳 地図
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24 ７ 茨城県 大生原村古墳分布図 『郷土研究』 古墳 分布図

24 ７ 茨城県 大生原村古墳位置図 古墳 地図

24 ７ 茨城県 敷石平面図 古墳 実測図

24 ８ 茨城県 御幣木・東家蔵物忌乗輿 神社 写真

24 ８ 茨城県
東家宝物 右：ほかい（亀卜用）・左：飯櫃（斎宮用）・

東家蔵「鹿島大明神御家＊宮神累代々」
神社 写真

24 ８ 茨城県
大場磐雄 『茨城県指定文化財 大生神社由緒調書並び

に巫女舞神事について』
神社 報告書

24 ８ 茨城県 「祭儀の項参照」 神社 メモ

24 ９ 茨城県 第四期－二 石棺実測図（二） 古墳・石棺 実測図

24 ９ 茨城県 第四期－三 石棺内遺物配列状態（佐野） 古墳・石棺 実測図

24 ９ 茨城県 大生原一号石棺 古墳・石棺 実測図

24 ９ 茨城県

茨城県行方郡潮来字大生原 大生原古墳 第一号墳出土

直刀 棺内34？・棺内32？・棺内27 S35.７.14 宮内正

勝

武器 実測図

24 ９ 茨城県
大生原古墳 第一号墳出土 直刀 棺内29？・棺内26・

棺内23 S35.７.14 宮内正勝
武器 実測図

24 ９ 茨城県
大生原古墳 遺物実測図 管玉・丸玉・切子玉・金環・

鉄鏃・ ・刀子 S30.11.20 金谷実測
装身具・武器 実測図

24 ９ 茨城県 大生原古墳 遺物実測図 鞘尻金具（32附属か）・垂飾 武器・装身具 実測図

24 10 茨城県
茨城県行方郡潮来字大生原 第14号墳実測図 S35.７.

15 1/100 実測者:岡林・大野・早瀬・宮内
古墳 実測図

24 10 茨城県
茨城県行方郡潮来字大生原 第14号墳 石棺実測図

S35.７.15 1/10

古墳・埋葬施

設
実測図

24 10 茨城県 大生原古墳群 第14号墳 S35.７.16 実測:寺村・仲沢 古墳 実測図

24 11 茨城県 円筒一 S27.12.27 図版11下右 挿14ノ１ 埴輪 実測図

24 11 茨城県 円筒二 №19 図版十一ノ上 挿図14ノ５ 埴輪 実測図

24 11 茨城県 円筒三 図版十一ノ上 挿図14の４ 埴輪 実測図

24 11 茨城県 円筒四 S27.12.25 造出上 第一群 図版二ノ上右 埴輪 実測図

24 11 茨城県
円筒五 S27.12.25 造出し上 第一群 図二ノ下右 a
挿図第14

埴輪 実測図

24 11 茨城県 円筒六 S28.１ 最下段 挿14ノ２ C 埴輪 実測図

24 11 茨城県 朝顔 埴輪 実測図

24 11 茨城県
朝顔円筒（二枚でき） 出土地 前方部 復原 S29.７.28

トヨシマの記銘あり（寺村）
埴輪 実測図

24 11 茨城県 形象埴輪（人物） 挿17図 埴輪 実測図

24 11 茨城県 埴輪 人物 図版十二図 埴輪 実測図

24 11 茨城県 大生原（埴輪類） 人物 埴輪 実測図

24 11 茨城県 埴輪馬 俯瞰 S28.１.15 図版十三上 挿第十六 埴輪 実測図

24 11 茨城県 埴輪馬 側面 埴輪 実測図

24 11 茨城県 埴輪（靱） S27.12.27E 寺村 図版十二ノ右 挿図15 埴輪 実測図

24 11 茨城県 形象埴輪 靱 挿第15 埴輪 実測図

24 11 茨城県 形象埴輪 靱 図版十二図右 挿図16図 埴輪 実測図

24 11 茨城県 形象埴輪 m.m. 埴輪 実測図

24 12 茨城県 １ 大生西古墳群 １号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 ２ 同 １号墳 全景 古墳 写真

24 12 茨城県 ３ 同 １号墳 各部 古墳 写真

24 12 茨城県 ４ １号墳発掘開始 古墳 写真

24 12 茨城県 ５ 同 各部 古墳 写真

24 12 茨城県 ６ 同 各部 古墳 写真

24 12 茨城県 ７ 発掘後の１号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 ８ １号墳墳丘切断・土層 古墳 写真

24 12 茨城県 ９ 同 周 古墳 写真

24 12 茨城県 10 同 周 土層・遺物 古墳 写真

24 12 茨城県 11 内地層・土塁 古墳 写真

24 12 茨城県 12 埴輪発見状態 古墳・埴輪 写真

24 12 茨城県 13 同上・大甕発見
古墳・埴輪・

土器
写真

24 12 茨城県 14 埴輪発見状態 各部 古墳・埴輪 写真

24 12 茨城県 15 埴輪発見状態 各部 古墳・埴輪 写真

24 12 茨城県 16 埴輪発見状態 各部 古墳・埴輪 写真
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24 12 茨城県 17 造出部全景
古墳・埴輪・

土器・鉄製品
写真

24 12 茨城県 18 造出部・礫床 一部 古墳・土器 写真

24 12 茨城県 19 礫床・発見遺物 古墳・土器 写真

24 12 茨城県 20 礫床・発見遺物 古墳 写真

24 12 茨城県 21 造出木炭層・礫床遺物 古墳 写真

24 12 茨城県 22 礫床遺物出土 古墳 写真

24 12 茨城県 23 上部礫床 全景 古墳 写真

24 12 茨城県 24 第一礫床遺物・下部礫床 古墳 写真

24 12 茨城県 25 下部礫床 一部 古墳 写真

24 12 茨城県 26 下部礫床木炭層・第一礫床 古墳 写真

24 12 茨城県 27 同上 古墳 写真

24 12 茨城県 28 下部礫床粘土層 古墳 写真

24 12 茨城県 29 下部礫床粘土層 古墳 写真

24 12 茨城県 30 石棺及人骨
古墳・

埋葬施設
写真

24 12 茨城県 31 石棺及人骨
古墳・

埋葬施設
写真

24 12 茨城県 32 石棺及人骨
古墳・

埋葬施設
写真

24 12 茨城県 33 第一号遺物 埴輪円筒 埴輪 写真

24 12 茨城県 34 同 円筒・須ヱ器 埴輪・土器 写真

24 12 茨城県 35 同 埴輪各種 埴輪 写真

24 12 茨城県 36 一号墳遺物 埴輪 人物・靱 埴輪 写真

24 12 茨城県 37 同 埴輪・須ヱ器 埴輪・土器 写真

24 12 茨城県 38 同 大甕 土器 写真

24 12 茨城県 39 同 飾金具・鉄器 武器・鉄製品 写真

24 12 茨城県 40 同 鉄器・玉類 武器・装身具 写真

24 12 茨城県 41 同 玉類・直刀
古墳・装身具

・武器
写真

24 12 茨城県 42 同 直刀 武器 写真

24 12 茨城県 43 大生西古墳群・２号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 44 同 二号墳・三号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 45 同 ８号・23号・19号 古墳 写真

24 12 茨城県 46 同 ４号・５号 古墳 写真

24 12 茨城県 47 同 ４号・５号 古墳 写真

24 12 茨城県 48 同 大殿塚・30～33号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 49 同 34号・24号墳 古墳 写真

24 12 茨城県 50 大生東古墳群 稲荷塚 古墳 写真

24 12 茨城県 51 大生東古墳群 稲荷塚 古墳 写真

24 12 茨城県 52 大生西 第14号墳 石棺
古墳・埋葬施

設
写真

24 12 茨城県 53 大生西 第14号墳 石棺
古墳・埋葬施

設
写真

24 12 茨城県 54 第14号墳 全景 古墳 写真

24 12 茨城県 55 大生神社・國住井 神社 写真

24 12 茨城県 56 大生神社祭礼 神社 写真

24 12 茨城県 57 大生神社祭礼 神社 写真

24 12 茨城県 58 鹿島東家蔵文書類 文書 写真

24 12 茨城県 59 同上 物忌 乗輿 神社 写真

24 12 茨城県 60 同上 所用宝物 神社 写真

24 12 茨城県 61 大生東 三井戸・湯殿山碑・神宮寺遺物 神社 写真

24 12 茨城県 62 太田村古墳 古墳 写真

24 12 茨城県 63 鍬入式・記念撮影（写真欠） 古墳 写真

24 12 茨城県 64 記念撮影 古墳 写真

24 12 茨城県 ネガ その他 ネガ

24 13 ／ ５/30 神社 造営中 ２枚 神社 写真

24 13 ／ １ ７/14 神社 神社 写真

24 13 ／ ２ ７/14 神社 神社 写真

24 13 ／ ９ ７/14 神社 神社 写真

24 13 ／ 14 ７/14 神社 神社 写真

24 13 ／ 15 ７/14 神社 神社 写真
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24 13 ／ 17 ７/14 神社 神社 写真

24 13 ／ 18 ７/14 神社 神社 写真

25 １ 東京都 円筒埴輪 世田谷 大塚出土 国大資料室 埴輪 写真

25 １ 東京都
円筒埴輪・朝顔形埴輪 東京都世田谷区玉川野毛町卅八

スクモ塚出土
埴輪 写真

25 １ 宮城県
円筒埴輪 陸前国加美郡色府町四 伊達神社出土 埴

輪（田裏小学校蔵）
埴輪 写真

25 １ 岡山県
円筒埴輪 岡山県上道郡幡多村沢田・富山村 金蔵山古

墳
埴輪 写真

25 １ ／ 朝顔形埴輪 天理参考館蔵 S48.10.27 埴輪 写真

25 １ 千葉県 円筒埴輪・線刻 千葉県飯野村発見 埴輪 写真・拓本

25 １ ／
140 円筒（朝顔形埴輪） 不二山神社蔵 『考古図集』第

十四集 考古学会
埴輪 図版

25 １
群馬県・

埼玉県

『日本考古資料写真集』第三三版 埴輪円筒

上野国佐波郡植蓮村大字下植木発掘（東京帝室博物館蔵）

武蔵国比企郡大岡村大字大谷発掘（東京帝室博物館蔵）

埴輪 図版

25 １ 群馬県

『博物館年報』昭和10年度 図版六 朝顔花形円筒埴輪

（歴史第２区22681号） 群馬県佐波郡赤堀村大字下 古

墳

埴輪 図版

25 １
香川県・

大阪府

Ⅷ 第四 埴輪円筒棺

讃岐国香川郡円座村大字山崎発掘（帝室博物館蔵）・河内

国南河内郡道明寺村大字澤田発掘（帝室博物館蔵）

埴輪棺 図版

25 １ 茨城県
Ⅰ 第三一 円筒形の人物像 常陸国稲敷郡龍ヶ崎町公

園地内発掘 （東京帝国大学理学部人類学教室）
埴輪 図版

25 １ 東京都
Ⅷ 第四 人物装飾の円筒（朝顔形埴輪） 武蔵国荏原郡

調布村大字下沼部小字塚廻発掘
埴輪 図版

25 １ ／ 朝顔形円筒埴輪 別席場ふしん現場出土 埴輪 図版切抜

25 １ ／ 第一図 埴輪円筒列・朝顔花形円筒・埴輪円筒 埴輪 図版切抜

25 １ 東京都 武蔵下沼部発掘埴輪残片 埴輪 絵葉書

25 １ ／ 埴輪 埴輪円筒・角形埴輪（福岡高等学校玉泉館蔵） 埴輪 絵葉書

25 ２ 栃木県 周 （壬生愛宕塚）・葺石（壬生車塚） 古墳 写真

25 ３ 奈良県 欽明陵 石人 S28.７.30 ２枚 石人石馬 写真

25 ３ 奈良県 欽明天皇御陵副陵にある石人像 四体の内 石人石馬 写真

25 ３ 奈良県 欽明天皇御陵副陵にある四石人像の内 石人石馬 写真

25 ３ 奈良県 欽明陵副陵石人 石人石馬 写真

25 ３ 奈良県 橘寺 二面石 飛鳥展絵葉書 大塚巧藝社 石人石馬 絵葉書

25 ３ 奈良県 高取の猿石 飛鳥展絵葉書 大塚巧藝社 石人石馬 絵葉書

25 ４ 鳥取県 石馬 鳥取県西伯郡浜江町天神垣神社境内 S40.８.18 石人石馬 写真

25 ４ ／ 石人 東京国立博物館前庭 石人石馬 写真

25 ４ 福岡県 岩戸山古墳 東大人類学会 石人石馬 写真

25 ４ 福岡県
石人 筑後国三池郡二川村上楠田石神山 石神発見地

148－S40
石人石馬 写真

25 ４ 福岡県 筑後八女郡 石人 147－S20 石人石馬 写真

25 ４ 福岡県
石人 筑後国八女郡永峯村大字吉田字人形原（帝室博物

館蔵） 『日本考古資料写真集』第四四版
石人石馬 図版

25 ４ 中国 梁安成康王墓石獅 92頁 石人石馬 図版

25 ４ ／ 石人・石馬 113頁 石人石馬 図版切抜

25 ４ 韓半島 新羅文武王陵の石像（慶州） 石人石馬 絵葉書

25 ４ ／

石人石馬研究会 1962『西日本とくに北部・中部九州に

おける古墳表飾としての石人石馬類の研究 昭和38年度

綜合研究』

石人石馬 報告書

25 ４ ／
森貞次郎 「筑後風土記逸文に見える筑紫君磐井の墳墓」

『考古学雑誌』41－３ 抜刷

古墳・

石人石馬
抜刷

25 ５ 茨城県 常陸稲敷 福田古墳 古墳・埴輪 写真・メモ

25 ５
群馬県・

静岡県

群馬県采女村第４号墳 円筒列 S23.６.30

静岡市長田区平城前方後円墳 円筒列 S23.６.30
古墳・埴輪 写真

25 ５ 東京都 世田谷区玉川野毛町卅八 スクモ塚 古墳・埴輪 写真

25 ５ 韓半島
六五 新羅興徳五陵 新羅一統時代 慶尚北道慶州郡安

興面所在

古墳・

石人石馬
写真

25 ５ 福岡県 図版第三 石人発見位置 筑後岩戸山古墳
古墳・

石人石馬
図版
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25 ５ 群馬県
図版第一八 古墳設計図 上野国群馬郡上郊村保渡田八

幡塚
古墳 図版

25 ５ 岡山県 備前上道郡幡多村金蔵山古墳 倉敷考古館 古墳 絵葉書

25 ５ ／ 『日本書紀』巻十四 雑器 その他 メモ

25 ６ 埼玉県
埼玉県児玉郡美里村 川輪古墳（壺形円筒出土） S30.

11.24
古墳 写真

25 ６ 埼玉県 川輪古墳出土 壺形円筒 S30.11.24 ７枚 埴輪 写真

25 ６ 奈良県 奈良県茶臼山 壺形埴輪 S31.３ ２枚 埴輪 写真

25 ６ 埼玉県 埼玉県児玉郡美里村 川輪古墳 壺形埴輪 埴輪 実測図

25 ６ 埼玉県
金谷克己 「武蔵児玉郡美里村川輪発見の埴輪」『上代文

化』第27輯
埴輪 抜刷

25 ６ ／
金谷克己 「埴輪壺」『日本考古学講座 月報』７ S31.

６
埴輪 冊子

25 ７ 奈良県
奈良県磯城郡桜井町外山茶臼山古墳 壺形埴輪 S31.

３
埴輪 写真

25 ７ 奈良県 東大寺山古墳出土円筒埴輪・朝顔型埴輪 ４枚 埴輪 実測図

25 ８ 熊本県 肥後国玉名郡井手村の石人 石人石馬 図版

25 ８ 福岡県 石人 荒尾市平井区三ノ宮神社内 教室撮影 ２枚 石人石馬 写真

25 ８ 福岡県 石人 一 石人山 教室撮影 石人石馬 写真

25 ９ 福岡県 筑後石神山 全景 教室撮影 古墳 写真

25 ９ 福岡県 近景 教室撮影 古墳 写真

25 ９ 福岡県 石棺 教室撮影
古墳・

埋葬施設
写真

25 ９ 福岡県 石人 正面 教室撮影 石人石馬 写真

25 ９ 福岡県 石人 側面（左） 教室撮影 石人石馬 写真

25 ９ 福岡県 石人 背面 教室撮影 石人石馬 写真

25 ９ 福岡県 石人 側面（右） 教室撮影 石人石馬 写真

25 ９ 福岡県
石人 筑後国三池郡二川村大字上楠田字石神山 日本考

古学資料写真集 第四五版
石人石馬 図版

25 ９ 福岡県 石人 福岡県 石人山古墳 １ 小田富士雄：測 ２枚 石人石馬 実測図

25 10 福岡県 石人 福岡町 正福寺蔵（人類学教室撮影） 石人石馬 写真

25 10 福岡県 石馬 福岡町 正福寺 教室撮影 石人石馬 写真

25 10 福岡県 福岡公園 中央石人・左右石馬 教室撮影 石人石馬 写真

25 10 福岡県 福岡町（公園か） 馬脚 中に岩戸山の分あり 教室撮影 石人石馬 写真

25 10 福岡県 馬脚 福岡町か 教室撮影 石人石馬 写真

25 10 福岡県 福岡町（？） 教室撮影 石人石馬 写真

25 10 福岡県
石人 福岡県 石人山古墳 ３－１ 小田富士雄：測

２枚
石人石馬 実測図

25 11 群馬県
Ⅷ 第一 形像埴輪出土の状況 上野国群馬郡上郊村大

字保渡田八幡塚 帝室博物館蔵版
古墳・埴輪 図版

25 11 群馬県

Ⅷ 第二 埴輪円筒列 上野国群馬郡箕輪町大字上芝発

掘・上野国群馬郡上郊村大字保渡田八幡塚 帝室博物館

蔵版

古墳・埴輪 図版

25 11 京都府
Ⅷ 第三 後円部頂上に於ける埴輪円筒列 丹後国与謝

郡桑飼村蛭子山古墳 帝室博物館蔵版
古墳・埴輪 図版

25 11 群馬県
Ⅷ 第五 埴輪家及甲出土状態 上野国多野郡平井村大

字白石稲荷山古墳後円部頂上 帝室博物館蔵版
古墳・埴輪 図版

25 11 群馬県

Ⅷ 第六 埴輪家出土状態・埴輪甲出土状態 上野国多

野郡平井村大字白石稲荷山古墳後円部頂上 帝室博物館

蔵版

古墳・埴輪 図版

25 12 茨城県
茨城県西茨城郡両引村（真崎莱巳氏蔵） 器台形土器

S33.12.21
埴輪 写真

25 12 埼玉県
埼玉県大里郡岡部村針ケ谷字西谷出土 高橋一雄氏蔵

円筒状土製品 S30.11.20
埴輪 写真

25 12 ／
西谷 円筒状土製品・滑石製模造刀子 1/2 高橋一雄氏

蔵
埴輪・石製品 実測図

25 13 ／ 那富山隼人石 北面 文進堂蔵版 石碑 図版

25 14 神奈川県 江ノ島出土 埴輪その他（土師器皿） S38.６.16 埴輪・土器 写真

25 14 愛知県
三河国宝飯郡八幡村 千両 犬頭神社蔵 円筒埴輪・形

象埴輪
埴輪 写真

25 14 ／ 石人・石馬遺跡カード 16枚 石人石馬 カード
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26 １ 長野県 平出遺跡 復原住居内部 S43.５ 森氏贈 遺構 写真

26 １ 長野県 平出遺跡 復原住居天井 S43.５ 森氏贈 遺構 写真

26 １ 長野県 平出遺跡 復原住居全景 S43.５ 森氏贈 遺構 写真

26 １ 長野県 平出遺跡 復原住居遠景 S43.５ 森氏贈 遺構 写真

26 ２ 長野県 平出遺跡 上：泉・下：水王村 遺跡 写真

26 ２ 長野県
上：平出遺跡 緑釉水瓶

下：平出遺跡周辺調査資料（延沢発見遺物） 大刀
土器・武器 写真

26 ２ 長野県 平出遺跡 遺構 写真

26 ２ 長野県 平出遺跡竪穴分布図 遺構 実測図

26 ２ 長野県
古代村落の発掘（平出遺跡を中心として） S39.２.22

八王子市民会館
遺跡 原稿

26 ２ 長野県 平出遺跡考古博物館より 遺跡 絵葉書

26 ３ 東京都 八王子大谷遺跡全景 北沢広氏撮影 遺跡 写真

26 ３ 東京都 大谷遺跡（宇津木向原）全景 遺跡 写真

26 ３ 東京都 大谷遺跡（宇津木向原）全景 遺跡 写真

26 ４ 和歌山県
『博物館年報』昭和２年度 第二図版 家形須恵器 紀

伊国海草郡有功村大字六十谷発掘
土器 図版

26 ４ 岡山県
『博物館年報』昭和３年度 第四図版 平瓶 備中国阿

哲郡美穀村発掘
土器 図版

26 ４ 和歌山県
須恵器家形坩 和歌山県海草郡有功村出土 帝室博物館

蔵
土器 絵葉書

26 ４ ／ 図版第四二 家屋文鏡［二］ 鏡 図版

26 ４ ／ 家屋文鏡細部 鏡 スケッチ

26 ５ 長野県 復原住居航空写真 遺構 写真

26 ５ 長野県 平出遺跡 復原住居内（ 付近） 小出氏 遺構 写真

26 ５ 長野県 平出遺跡 推定復原家屋（内部） 上：天井・下： 付近 遺構 写真

26 ５ 長野県 住居址分布図 遺構 実測図

26 ５ 長野県
信濃宗賀村平出第三号住居址推定復原図（復原及製図）

藤島亥治郎 S26.１
遺構 実測図

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居（完成後） 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡スナップ その他・遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡スナップ 火おこし体験 その他・遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 上：人物・下：復原住居全景 その他・遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居全景 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居 屋根・入口 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居 全景・屋根・入口 S26.５.11撮影 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 推定復原家屋 正面・遠景 遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居 天井・ 付近 遺構 写真

26 ６ 長野県
平出遺跡 復原住居内部 S27.８.１ 上：入口・下：

付近
遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居内部 遺構 写真

26 ６ 長野県
平出遺跡 復原住居内部 上：天井（柱と垂木）・下：梁

と破風
遺構 写真

26 ６ 長野県 平出遺跡 復原住居遠景 遺構 写真

26 ７ 長野県
平出遺跡 復原住居施工工程 右：復原住居の柱を削る

（S26.４.19）・左：復原住居の四本柱立つ（S26.４.19）
遺構 写真

26 ７ 長野県 平出遺跡 復原住居施工工程①～⑥ 遺構 写真

26 ７ 長野県 平出遺跡 推定復原家屋（工事中） 遺構 写真

26 ７ 長野県 平出遺跡 復原住居施工工程・完成 遺構 写真

26 ７ 長野県 平出遺跡 住居址復原模型 遺構 写真

26 ７ 長野県 平出遺跡復原住居 完成祝賀式 S20.５ 遺構・その他 写真

26 ７ 長野県
平出遺跡１号住居址住居推定復原図 藤島亥治郎

S26.６
遺構 実測図

26 ８ 東京都 板橋区凸版印刷会社内竪穴住居址全景 遺構 写真

26 ８ 東京都 板橋区凸版印刷会社内竪穴住居址全景 遺構 写真

26 ８ 東京都 東京都板橋区志村発見 原史集落配置図 遺構 実測図

26 ９ 東京都
杉並区松ノ木遺跡 復原家焼失 S13.11.27・見学風景

S43.11.30・復原住居の栞 杉並区教育委員会
遺構・その他 写真

26 ９ 東京都 杉並区松ノ木遺跡 復原家の打会 S43.11.30 遺構・その他 写真

26 ９ 東京都 杉並区松ノ木遺跡 復原家の進行作業風景 S43.12.７ 遺構・その他 写真

26 ９ 東京都 杉並区松ノ木遺跡 復原家の進行作業風景 S43.12.７ 遺構・その他 写真
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26 ９ 東京都
『松ノ木古代住居遺跡のしおり』 東京都杉並区教育委

員会
その他 パンフレット

26 10 東京都 杉並区松ノ木中学校 土師式復原住居 S30.３ 遺構 写真

26 10 東京都 古墳時代住居復原 武蔵野郷土館 遺構 写真

26 10 東京都 奈良時代竪穴住居復原 武蔵野郷土館 遺構 写真

26 11 東京都 蒲田 一万分一 陸地測量部 T12.10.10 その他 地図

26 11 東京都
蒲田附近 蒲田北蒲田の古代遺跡（十三年六月） 薬師

堂・北蒲田八幡・安養寺板碑・堤方包含地斎 土器
遺跡 写真

26 11 東京都
蒲田町貝塚 大田区蒲田女塚町58６番地内（『先史考古

学』一ノ三）
貝塚 写真

26 11 ／ 原史時代以降の貝塚資料 貝塚 メモ

26 11 ／ 貝塚に関する抜き書き 貝塚 メモ

26 11 ／ 『社会史研究』９－４より抜き書き 貝塚 メモ

26 11 ／ 原稿「（附記）。生麦貝塚云々・・・」 貝塚 原稿

26 11 東京都
芹沢長介 1937「東京市蒲田町原史時代貝塚」『先史考

古学』１-３
貝塚 抜刷

26 11 東京都
谷川磐雄 「武蔵国蒲田町付近に於ける沖積層地の原史

時代遺跡」『歴史地理』第四十七巻第四号
遺跡 雑誌

26 11 ／ 芹沢長介氏より S12.２.21 鉄製品 絵葉書

26 11 ／ 芹沢長介氏より S12.２.24 鉄製品 絵葉書

26 12 茨城県

茨城県鹿島郡夏海住居跡（海老原幸氏）・茨城・鹿島・松

川居住居址分布 S26.２.８・第五号炉 東南より西北

を望む S26.２.８・茨城・鹿島・夏海 松川居住居趾第

五号 海老原幸氏 S26.２.８

遺構 写真

26 12 東京都
東京都調布市国領町 東京重機構内竪穴（調布ヶ丘遺跡）

和泉式 明星高校発掘 S33.８
遺構 写真

26 12 新潟県 佐渡真野遺跡 佐渡真野町四日町字東方 S28.９.10 遺跡・土器 写真

26 12 新潟県 佐渡真野遺跡 遺跡・土器 写真

26 12 群馬県
群馬県新田郡藪塚町三島台住居址 S20.２.調査

竪穴一部 ２.17・遺物出土状態 ２．18・19
遺跡・土器 写真

26 12 茨城県

茨城県那珂郡湊町橿原神宮境内

第三号（住居址）S24.８.10発掘・西北隅（ 址）S24.８・

常陸那珂湊町 橿原神宮発掘土器 １・２．高杯（第二

号）・３．十王台式土器（３号）・４．弥生土器

遺構・土器 写真

26 12 東京都 第四図 杉並区成宗矢倉台竪穴分布図 遺跡 実測図

26 13 東京都
八王子中田遺跡 C地区 二号住居跡（国分期） S42.３

調査
遺構 写真

26 13 東京都 八王子中田遺跡 C地区 五号跡（上） S42.３ 遺構 写真

26 13 東京都 C５号・C６号・C２号 遺構 写真

26 13 東京都 八王子市中田遺跡A地区 1966・11/15～12/１ 遺跡 実測図

26 13 東京都
八王子市中田遺跡 B地区 1966・12/15～12/27 八王子

市中田遺跡調査会
遺跡 実測図

26 13 東京都 八王子市中田遺跡 D地区住居址配置図 ２部 遺跡 実測図

26 13 東京都 中田遺跡A地区の住居址 1960.１.20 K 遺構 表

26 14 埼玉県 埼玉県東松山市五領遺跡 遺跡 写真

26 14 埼玉県 埼玉県五領遺跡 S42.１（椙山氏） 遺跡・遺構 写真

26 15 東京都 八王子船田遺跡住居址配置図及び遺物散布状態 遺跡 実測図

26 15 東京都 八王子船田遺跡 D地区 遺跡 実測図

26 16 神奈川県

神奈川県 三ノ宮①

第一トレンチ内柱穴様遺構 加曽利 E S40.８・第三ト

レンチ内発見ピット 加曽利Ｅ

遺跡 写真

26 16 神奈川県

神奈川県 三ノ宮②

301・302号住居址 共に古式土師器・第三トレンチ内出

土 古式土師器

遺構・土器 写真

26 16 神奈川県

神奈川県 三ノ宮③

202号住居址（環状配石の東側に発見） 前野町

202号住居址内出土土器（前野町） ○印は柱穴

遺構・土器 写真

26 16 神奈川県

神奈川県 三ノ宮④

202号住居址上部出土玉器形石製品・20７号住居址 古式

土師

石製品・遺構 写真
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26 16 神奈川県

神奈川県 三ノ宮⑤

101号住居址（銅鏃発見の住居址） 右上の石近くより銅

鏃出土

101号住居址 銅鏃 西隅部より出土（古式土師器）

遺構・武器 写真

26 16 神奈川県
神奈川県 三ノ宮⑥

101号住居址（銅鏃出土）
遺構 写真

26 17 東京都 東京都北多摩郡入間 第一電気通信学園内竪穴 遺跡・遺構 写真

26 17 東京都
神代村入間 第一電気通信学園内 Aトレンチ東方地

区 S26.３.23
遺跡・遺構 写真

26 17 東京都 竪穴 遺跡・遺構 写真

26 17 東京都
東京都北多摩郡神代村入間 第一電気通信学園敷地 A
トレンチ北部住居址 1/20 S26.３.24 ２枚

遺跡・遺構 実測図

26 17 東京都
北多摩郡神代村入間 Aトレンチ南側弥生式竪穴 1/

20 S26.３.27 ２枚
遺跡・遺構 実測図

26 18 千葉県 菅生発見 井戸 遺構 写真

26 19 三重県

伊勢・大山田貝塚

遠景・貝層・大山田小学校蔵（須恵器 ・短頚壺）・飯木

氏蔵（骨角器・石製紡錘車・鉄鏃）

土器・石製品

・武器・骨角

器

写真

26 19 三重県 伊勢・大山田貝塚 弥 鹿角・土師器坩 骨角器・土器 写真

26 19 三重県 伊勢・桑名・大山田 弥 磨石・磨棒・土師器長胴甕 石製品・土器 写真・拓本

26 19 三重県 伊勢・桑名・大山田 弥 大山田貝塚 土師器・須恵器 土器 拓本

26 19 三重県
伊勢・桑名・大山田 古弥 鹿角製品 蛎塚水石市兵東

氏蔵（実大）
骨角器 写真

26 19 三重県
伊勢・桑名・大山田 古弥 鹿角製品 蛎塚水石市三助

氏蔵（実大）

石製品・骨角

器
写真

26 19 三重県 伊勢・桑名・大山田 古 須恵器 土器 拓本

26 19 愛知県
三河渥美 貝ノ浜 原史時代貝塚

貝ノ浜貝塚（遠景）・貝ノハマ（土師器）
遺跡・土器 写真・拓本

26 20 長野県 上伊那郡喬木村伊久間 土師式竪穴 部 S27.８.24 遺構 写真

26 20 長野県 上高井郡都須村中町 土師式住居址 S28.11.９ 遺構 写真

26 20 長野県

田辺市元町 目良洞窟付近 S37.８.12

古銭（景徳元寳) 目良洞窟裏 S31.７.24・有孔円板

目良洞窟直下 S34.８.１（中村浩氏）・鹿角製刀子・銛

銭・石製品・

武器・骨角器
写真

26 20 茨城県
茨城県那珂湊市橿原神宮境内竪穴 第五号竪穴 S26.

９.５
遺構 写真

26 20 茨城県

茨城県那珂湊発見竪穴遺物（S26.９.５）第五号竪穴出

土：土師器甕・椀・高杯・須恵器甕・第六号跡付近出土：

弥生土器

土器 写真

26 20 東京都 八王子市中野遺跡A地点全体図 ２枚 遺跡 実測図

26 20 東京都 中野 65050２ A－１号址平面図 遺構 実測図

27 １ 石川県 第一号住居跡（発掘中）・（勾玉出土） 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 第一号住居跡 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 第二号住居跡 ２枚 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 第二号住居跡 工作用連結工 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 第三号住居跡 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 第四号住居跡（未製品一括出土） 石製品・遺構 写真

27 １ 石川県 加賀市片山津町成山 鍬形石 1/2 石製品 写真

27 １ 石川県 片山津玉造遺物（形割未製品） 1/1 寺村氏 石製品 写真

27 １ 石川県 片山津玉造遺物（側面打製未製品） 1/1 寺村氏 石製品 写真

27 １ 石川県 片山津玉造遺物（研磨未製品） 1/1 寺村氏 石製品 写真

27 １ 石川県 片山津玉造遺物（穿孔完成品） 1/1 寺村氏 石製品 写真

27 １ 石川県 片山津玉造遺物（石製品未製品） 2/3 寺村氏 石製品 写真

27 １ 石川県 形割未製品 石製品 写真

27 １ 石川県 側面打製未製品 石製品 写真

27 １ 石川県
研磨未製品 加賀片山津 加賀玉造穿孔工程 図版十二

ノ上 S36
石製品 写真

27 １ 石川県 穿孔完成品 加賀片山津 図版第十二ノ下 石製品 写真

27 １ 石川県 石製品未製品 石製品 写真

27 １ 石川県 石製品未製品・鉄製工具
石製品・

鉄製品
写真

27 ２ 静岡県 沼津市玉造水神社 神社 写真
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27 ２ 三重県 伊勢・三重・大矢知・北脇神明趾発見遺物 砥石 石製品 写真

27 ２
島根県・

大阪府

出雲松江市大庭 六所神社所蔵玉類 実大 他に勾玉あ

りというが盗難にかかり現存するものこの四個のみ、他

に砥石・瓦あり S38.９ 寺村氏

大阪府八尾市玉祖神社附近出土 滑石製管玉未製品

S38.９ 寺村氏

石製品 写真

27 ２ 島根県 松江市大草町出土砥石（勝部氏蔵） S39.３.10 石製品 写真

27 ２ 島根県
熊野神社蔵 大草出土砥石・八重垣神社蔵 砥石 S39.

３.10
石製品 写真

27 ２ 大阪府 大阪天満神社内白米稲荷社 爪磨石 S39.３.29 石製品 写真

27 ２ 長野県 平出遺跡第十二号跡（工作あとか） S25.11.３ 遺構 写真

27 ２ 島根県 松江市大草町彼岸田出土 勾玉・勾玉未製品 石製品 写真・実測図

27 ２ 島根県 松江市大草町彼岸田出土 「春」印・勾玉・勾玉未製品 石製品 実測図

27 ３ ／ 五和村酢屋沢窯 窯・須恵器 窯・土器 写真・拓本

27 ３ ／ 五和村酢屋沢窯 窯 写真

27 ３ ／ 五和村横岡釜谷酢屋沢陶窯 窯 写真

27 ３ ／ 窯 撮影地不明 2591.12.６ 窯 写真

27 ３
岡山県・

静岡県

四国字吉窯 遠望・近景 ４.６・吉備考古館 S21.

11.25『楽石雑筆』25巻４頁参照 寒風窯跡出土釉着品

なり・静岡県庵原郡庵原村尾羽寺崎瓦製造及製陶 （安

本君）

窯 写真

27 ３ 静岡県 遠江国五和村 釉着須恵器・渥美郡貝ノ浜 窯道具 土器・窯 写真

27 ３ ／ 第一図 窯 窯 実測図

27 ３ 大阪府 第二図 河内石川村窯 雄山閣 窯 実測図

27 ３ 滋賀県 第三図 近江比都佐窯 発見遺物 窯道具 窯 実測図

27 ３ 愛知県 第四図 三河貝ノ浜発見遺物 窯道具 窯 実測図

27 ３ 埼玉県 第十三図 武蔵須江窯 窯 実測図

27 ３
滋賀県・

兵庫県

近江比都佐窯 発見遺物 窯道具

丹波国熊野郡久美谷村古窯址
窯 実測図

27 ３ 埼玉県 埼玉県北足立郡馬室村の埴輪窯 S８.12発掘 窯 絵葉書

27 ３ ／
西三川村大字小泊ニ於ケル古代斎 式陶器及国分寺瓦焼

製窯 （西三川村教育会）
窯 絵葉書

27 ３ ／ 小佐海岸小字峠 窯 実測図

27 ３ ／ 萩原弘道 「焼物のできるまで 益子焼をみる」 窯 雑誌切抜

27 ４ 長野県 東筑摩郡本郷村鎌址 S26.８.31 永峰君 窯 写真

27 ４ 長野県 図版第二一二 東筑 本郷村 窯 写真

27 ５ 静岡県 伊豆国加茂郡吉佐美金草原 製鉄跡 遺構 写真

27 ５ 奈良県 大和・鏡作神社蔵 三角縁三神二獣鏡残欠 鏡 図版

27 ５ ／ 金工 関係資料 遺跡 メモ

28 １ 島根県 上：花仙山遠望 S38.９（寺村氏）・下：玉作湯神社 遺跡 写真

28 １ 島根県 上：玉作神社収蔵庫 S39.３.11・下：玉作神社神祖陵 遺跡 写真

28 １ 島根県 花仙山遠望 遺跡 写真

28 １ 島根県 上：玉湯町木枯神社 S39.３.11・下：玉湯町史跡標石 遺跡 写真

28 １ 島根県
上：出雲玉造神社 玉祖命祖廟 S38.９（寺村氏）・下：

格納庫
遺跡 写真

28 １ 島根県
上図：出雲玉造温泉築山舟形石棺（史跡保存地）・下図：

宮垣（史跡保存地）
遺跡 絵葉書

28 １ 島根県 出雲玉造温泉公園より花仙山を望む（国産青瑪瑙原産地） 遺跡 絵葉書

28 １ 島根県 石製品実測図４枚 石製品 実測図

28 １ 島根県
八束郡玉湯村大字玉造玉作湯神社蔵古代玉類及玉磨砥発

見地地図
遺跡 地図

28 ２ 島根県 出雲忌部中島遺跡 竪穴発掘２枚 遺跡 写真

28 ２ 島根県 上：忌部中島遺跡 S39.３.６・下：後原遺跡 遺跡 写真

28 ２ 島根県 忌部遺跡遠望（久多美山より） 遺跡 写真

28 ２ 島根県
上：忌部中島遺跡竪穴内有孔円板出土 S39.３.９

下：忌部中島遺跡竪穴内大凹砥石 S39.３.11
石製模造品 写真

28 ２ 島根県
上：中島竪穴ピット内出土土器・下：中島竪穴内出土有

孔円板
石製模造品 写真

28 ２ 島根県 中島 竪穴壁出土 臼玉類２枚 石製模造品 写真

28 ２ 島根県 久多美神社 社殿 神社 写真

28 ２ 島根県 中島遺跡 竪穴住居址 遺構 写真
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28 ２ 島根県 土器出土状態 土器・遺構 写真

28 ２ 島根県 土器・石製品出土状態 土器・石製品 写真

28 ２ 島根県 工作用特殊ピット２枚 遺構 写真

28 ２ 島根県 忌部後原舟木氏宅内出土 S39.３.６ 木製品 写真

28 ２ 島根県

東忌部中島玉作遺跡 第１号址出土土器

島根県東忌部町玉造遺跡出土土器実測図 S39.３発掘

調査

土器 実測図

28 ２ 島根県
出雲国東忌部中島玉作遺跡 第１号址実測図 S39.３.

15
遺構 実測図

28 ３ 島根県 忌部神社遠望 S39.３.９ 神社 写真

28 ３ 島根県

上：出雲松江市東忌部町忌部神社社叢 S38.９（寺村

氏）

下：出雲松江市東忌部町忌部神社社殿 S38.９（寺村

氏）

神社 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵 玉類 S38.９（寺村氏）

上：碧玉未成品（向って左２個は勾玉未成品、右２個は

管玉未成品）

下：碧玉製品（出雲上代の報告にあり）

装身具 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵玉類 S38.９（寺村氏）

上：碧玉管玉未成品・下：穿孔途中（右：赤瑪瑙 左：

水晶）

装身具 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵 玉類 S38.９（寺村氏）

上：赤瑪瑙勾玉未成品・水晶丸玉未成品・下：碧玉勾玉

未成品

装身具 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵 玉類 S38.９（寺村氏）

上：碧玉勾玉、勾玉未成品（右上のみ赤瑪瑙）・下：碧玉

質勾玉・管玉・丸玉

装身具 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵 玉類 S38.９（寺村氏）

上：碧玉勾玉未成品・下：土製勾玉・石製勾玉・碧玉石

製品

装身具 写真

28 ３ 島根県
出雲忌部神社蔵 亀甲状石 S38.９（寺村氏）

上：裏面 下：表面（出雲上代の報告にあり）
装身具 写真

28 ３ 島根県

出雲忌部神社蔵 玉類 S39.３.９（寺村氏）

上：勾玉・管玉・丸玉・未成品類・下：勾玉未成品・亀

甲状石

装身具 写真

28 ３ 島根県 出雲忌部神社蔵 磨砥石５点 S38.９（寺村氏） 石製品 写真

28 ３ 島根県 出雲忌部神社蔵 砥石２点 S38.９（寺村氏） 石製品 写真

28 ３ 島根県
出雲忌部神社蔵 S38.９（寺村氏） 上：玉砥石１点・

下：玉砥石２点
石製品 写真

28 ３ 島根県 出雲忌部神社蔵 玉砥石２点 S38.９（寺村氏） 石製品 写真

28 ３ 島根県
出雲忌部神社蔵 S39.３.９ 上：玉砥石９点・下：玉

砥石・土玉
石製品 写真

28 ３ 島根県
出雲忌部神社蔵 S39.３.９

上：鏡・金環・下：提瓶・

鏡・装身具・

土製品
写真

28 ４ 島根県 出雲忌部中島遺跡 遠望 遺跡 写真

28 ４ 島根県 出雲忌部中島遺跡 遠望 遺跡 写真

28 ４ 島根県 出雲忌部中島遺跡 近景 遺跡 写真

28 ４ 島根県 出雲忌部中島遺跡 近景 遺跡 写真

28 ４ 島根県 出雲忌部中島遺跡 竪穴住居址全景５枚 遺構 写真

28 ４ 島根県 住居址内工作用特殊ピット４枚 遺構 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡遠望

S44.11.９ 実査（寺村氏）
遺跡 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土 上：

勾玉 下：勾玉
装身具 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土 上：

管玉 下：管玉・臼玉・勾玉

装身具・石製

模造品
写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土 有孔

円板・剣形・石製模造品
石製模造品 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土臼玉未

成品・臼玉
石製模造品 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土管玉未

成品・管玉
装身具 写真
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28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土管玉未

成品・管玉
装身具 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土勾玉未

成品
装身具 写真

28 ５ 千葉県
千葉県香取郡下総町大字大和田 治武台遺跡出土 勾玉

未成品
装身具 写真

28 ５ 千葉県 治武台①稲荷峯 管玉・臼玉（未成品含む） 石製模造品 写真

28 ５ 千葉県 治武台②治武台 有孔円板・臼玉未成品 石製模造品 写真

28 ５ 千葉県 治武台③治武台 石製品未成品 石製模造品 写真

28 ５ 千葉県 治武台④桑山八幡古墳跡 石製品（未成品含む） 石製模造品 写真

28 ６ 千葉県 遺跡遠望（県道より） 遺跡 写真

28 ６ 千葉県 遺跡近景 遺跡 写真

28 ６ 千葉県
竪穴（一） 第一工作ピット・第二工作ピット 富山県下

新川郡朝日町字浜山 裏面に模式図
遺構 写真

28 ６ 千葉県 竪穴（二） 富山県下新川郡朝日町字浜山 裏面に模式図 遺構 写真

28 ６ 千葉県 第一工作ピット・第二工作ピット 裏面に模式図 遺構 写真

28 ６ 千葉県 第１工作ピット（石片・土器等出土） 裏面に模式図 遺構 写真

28 ６ 千葉県 第１工作ピット 上部より石片出土 裏面に模式図 遺構 写真

28 ６ 千葉県
第２工作ピット付近上部出土（紡錘車・内磨砥・タタキ

石・管玉未製品）・床面よりヒスイ原石出土
遺構・石製品 写真

28 ７ 千葉県
成田市八代花内玉造遺跡 ２号・３号・５号・６号 S38.

11 寺村氏
遺構 写真

28 ７ 千葉県 成田市八代花内玉造遺跡 ３号竪穴 S38.11 寺村氏 遺構 写真

28 ７ 千葉県
下総八代遺跡地籍図 成田市大字八代字花内 600分之

１ S35.１
遺跡 実測図

28 ７ 千葉県
千葉県成田市字八代 Hanoji 花内遺跡 第１号住居

址 実測図30分ノ１ 1962.11.６
遺構 実測図

28 ７ 千葉県
下総国 成田市花内玉作遺跡 第３号址 昭和38年11月

（第２次）調査 20分ノ１ 1964.４.30
遺構 実測図

28 ８ 千葉県
国学院大学大場研究室 『下総国成田市花内玉作遺跡

調査抄報』 S38.１
遺跡 報告書

28 ８ 千葉県 埴生玉作関係資料 抄 遺跡 メモ

28 ８ 千葉県
千葉県成田市大字八代 花内遺跡 地形測量図400分の

１ 1962.11.２ Sato・Teramura
遺跡 実測図

28 ８ 千葉県
下総八代遺跡地籍図 成田市大字八代字花内 600分之

１ S35.１
遺跡 実測図

28 ８ 千葉県 花内・花内八代善勝院ワキ神社 遺跡・その他 写真

28 ８ 千葉県 遺跡近景 遺跡 写真

28 ８ 千葉県 発掘状況 遺跡 写真

28 ８ 千葉県 土層断面 遺跡 写真

28 ８ 千葉県 C地点 第１号住居址 埋甕（和泉式） 遺跡・土器 写真

28 ８ 千葉県 トレンチ 土錘出土状況 遺跡・土製品 写真

28 ８ 千葉県 トレンチ 坩出土状況 遺跡・土器 写真

28 ８ 千葉県 石材出土状況 遺跡・石製品 写真

28 ８ 千葉県 坩出土状況・砥石出土状況
遺跡・土器・

石製品
写真

28 ８ 千葉県 刀子出土状況・石材出土状況
遺 跡・鉄 製

品・石製品
写真

28 ８ 千葉県
千葉県成田市八代字花内玉造遺跡発見 石材・砥石ほか

緑色凝灰質頁岩 小林達夫氏報 S37.６
石製品 写真

28 ８ 千葉県 花内玉作遺跡 石材・砥石ほか 石製品 写真

28 ９ 茨城県
茨城県久慈郡金砂里村玉造遺跡 大字玉造・瑪瑙原石

S39.10 寺村光晴氏
石製品 写真

28 ９ 山口県 山口県防府市桑山発見 砥石・石材 S39.８.25 石製品 写真

28 10 千葉県 成田市八代玉作遺跡調査（第２次） S38.11 全景 遺跡 写真

28 10 千葉県 竪穴 ２号・３号・５号・６号 遺構 写真

28 10 千葉県 ２住・２住（遺物取り上げ後） 遺構 写真

28 10 千葉県 ２住・２号住居跡ピット内（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県
２住中央部の遺物（土師器出土状況）

２住カマド断面セクション・カマド内紡錘車出土状況
石製品・土器 写真

28 10 千葉県
２住（土師器・須恵器出土状況）・２住カマド カマド内

の土器（須恵器杯）
遺構・土器 写真
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28 10 千葉県 ２住（須恵器杯）・２住（須恵器高杯・杯）・３号住居跡 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ３住（土師器出土状況）・３住（土師器出土状況・ピット） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 大場団長大いに語る その他 写真

28 10 千葉県
３住（土師器出土状況・ピット）・３住（土師器・石材出

土状況）

遺構・土器・

石製品
写真

28 10 千葉県
３住工房の上 Pit上部のフレーク

３住 Pitと溝に散乱するフレーク
遺構・石製品 写真

28 10 千葉県 ３住 工作用 Pit 遺構 写真

28 10 千葉県
３住 工作用 Pit・３住 フレークをとり除いた後の工

作用 Pit
遺構 写真

28 10 千葉県 ３住 工作用 Pit 遺構 写真

28 10 千葉県 ３住 工作用 Pit 遺構 写真

28 10 千葉県
３住 工作用 Pit
３住 工作用 Pitに近接した円形 Pit

遺構 写真

28 10 千葉県 ３住 工作用 Pitに近接した円形 Pit 遺構 写真

28 10 千葉県 ３住（土師器出土状況）・３住 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ３住・３住 Pit（工作用） 遺構 写真

28 10 千葉県 ３住 全景・３住・３住（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県
３住・３住 柱穴につまった炭化木材・３住（土師器出

土状況）
遺構・土器 写真

28 10 千葉県

３住 工作用 Pit清掃前

３住（土師器出土状況）

３住 大形管玉未製品

遺構・土器・

石製品
写真

28 10 千葉県
３住（土師器出土状況）・３住 土師器と壁面切込み・３

住 壁面切込み拡大
遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ３住 散乱するフレーク 遺構・石製品 写真

28 10 千葉県

３住 工房址

３住 Pit
３住址 管玉未製品

遺構・石製品 写真

28 10 千葉県 ３住床面の窪み石・３住 砥石 遺構・石製品 写真

28 10 千葉県 ４号住居跡 遺構 写真

28 10 千葉県 ５号住居跡 遺構 写真

28 10 千葉県
５号住覆土中の土師器

５住
遺構・土器 写真

28 10 千葉県
５住 カマド全景

５住 全景
遺構 写真

28 10 千葉県

５住

５住（土師器出土状況）

５住 覆土中の管玉未製品

遺構・土器・

石製品
写真

28 10 千葉県
５住 覆土中の遺物（土師器・管玉未製品）

５住 覆土中の手捏土器

遺構・土器・

石製品
写真

28 10 千葉県 六号住居跡（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ６住 Pit内（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ６住 Pit（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県
６住 Pit内の土器（土師器出土状況）

６住 半分
遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ６住（土師器出土状況） 遺構・土器 写真

28 10 千葉県 ６住 床面 炭化材の状態 遺構 写真

29 １ 埼玉県 北埼玉郡八幡山古墳
古墳・

埋葬施設
写真

29 ２ 東京都
鈴鏡 武蔵国荏原郡調布村上沼部古墳 慶大心理学教授

堀梅夫蔵
鏡 拓本

29 ３ 栃木県 那須上侍塚・下侍塚 古墳 写真

29 ４ 栃木県
児を負う女子・陰部露出の女子 下野国芳賀郡大内村

大字京泉発掘
埴輪 絵葉書

29 ５ 栃木県
有髯の男子 下野国芳賀郡中村大字若旅発掘

盤領衣着用女子 下野国芳賀郡葉鹿町字熊野発掘
埴輪 絵葉書

29 ６ 群馬県

惣社双子山古墳（上野群馬郡）

後円部石室主室奥壁

前方部石室入口

古墳・

埋葬施設
写真
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29 ７ ／
内行花文鏡 田村郡沢石村大字実沢 大乗院址出土 高

木神社所蔵
鏡 拓本

29 ８ 群馬県 金冠 群馬郡乗附村出土 杉山寿栄男蔵 装身具 絵葉書

29 ９ ／ 志村古墳 石室残存部
古墳・

埋葬施設
写真

29 10 神奈川県 五獣形鏡 武蔵橘木郡日吉村 慶應義塾大学 鏡 拓本

29 10 神奈川県 五獣形鏡 武蔵橘木郡日吉村 神林拓 鏡 拓本

29 11 ／ カハラケの底 須和田居屋址 土器 拓本

29 12 愛知県
渥美半島 小塩津古墳 福江町 天野助吉氏蔵 須恵器

平瓶・ ・フラスコ形長頚瓶・土師器壺
土器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 藤条古墳 福江町中山区有 須恵器平瓶・フ

ラスコ形長頚瓶・長頚瓶・土師器椀
土器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 堀切矢崎古墳 伊良湖岬村 小久保宗之助氏

蔵 須恵器横瓶
土器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 田原町蔵王古墳 田原町西部小学校蔵 土師

器高杯・須恵器蓋杯・高杯・短頚壺・
土器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 高木古墳 福江町廣田伝蔵氏 須恵器短頚

壺・平瓶・長頚壺・ ・蓋杯
土器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 高師村車神社古墳 同社蔵 須恵器提瓶・

・三鈴杏葉
土器・馬具 写真

29 12 愛知県
渥美半島 老津古墳 老津小学校蔵 蛇行状鉄器・金銅

製心葉形杏葉・馬具残片
馬具 写真

29 12 愛知県 渥美半島 老津古墳 老津小学校蔵 金銅製花形杏葉 馬具 写真

29 12 愛知県

渥美半島 鎌田古墳発見 下段最左ノモノ（飾金具）田

原町蔵 他ハ田原町廣中素介氏蔵 金環・勾玉・管玉・

丸玉・飾金具

装身具 写真

29 12 愛知県
渥美半島 磯辺王塚発見 高師村蔵 頭椎柄頭・双龍環

頭柄頭
武器 写真

29 12 愛知県
渥美半島 磯辺王塚発見 高師村蔵 空玉・勾玉・小玉・

管玉・丸玉・金環
装身具 写真

29 12 愛知県
渥美半島 磯辺王塚発見 高師村蔵 鞘金具・釣金具・

・
武器 写真

29 13 山梨県
十文字四乳鏡 甲斐東八代郡北八代村竹ノ内 勝利塚出

土 熊野神社所蔵
鏡 拓本

29 14 ／ 前方後円墳 古墳 写真

29 15 ／ ５16 工芸 武装男子半身像 新国宝 杉山壽栄男蔵 埴輪 写真

29 16 群馬県
総社二子山古墳 南方ヨリ望ム・後円部封土東方ヨリ望

ム
古墳 写真

29 16 群馬県 総社二子山古墳 後円部石室入口
古墳・

埋葬施設
写真

29 16 群馬県
総社二子山古墳 前方部石室主室奥壁・後円部石室ヨリ

羨道ヲ望ム 壁画ハ東壁也

古墳・

埋葬施設
写真

29 16 群馬県
総社二子山古墳 北方ヨリ望ム・クビレ部封土上二アル

葺石

古墳・

埋葬施設
写真

29 17 群馬県 上野総社蛇穴山古墳
古墳・

埋葬施設
写真

29 18 群馬県 内行花文鏡 保渡田薬師塚古墳出土 文様凹所に朱附着 鏡 拓本

29 19 群馬県 上野惣社宝塔山古墳
古墳・

埋葬施設
写真

29 20 群馬県 （乙－１）農夫の二人 上野国佐波郡殖蓮村権現山発掘 埴輪 絵葉書

29 21 群馬県
（乙－２）奏楽の男 上野国佐波郡剛志村発掘

（乙－４）椅子 上野国佐波郡剛志村発掘
埴輪 絵葉書

29 22 茨城県
（乙－５）犬 右 常陸国筑波郡小野川村発掘・上野国

佐波郡剛志村発掘
埴輪 絵葉書

29 23 群馬県

（甲－１）堅魚木を上げた舎屋 上野国佐波郡赤堀村今

井発掘

（甲－２）網代をのせた舎屋 上野国佐波郡赤堀村今井

発掘

埴輪 絵葉書

29 23 群馬県
（甲－３）倉庫 上野国佐波郡赤堀村今井発掘

（甲－４）高杯と囲 上野国佐波郡赤堀村今井発掘
埴輪 絵葉書

30 １ 岡山県 備中出土 帯金具 装身具 写真
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30 １ 岡山県 備中出土 帯金具 装身具 写真

30 １ 岡山県 備中出土 馬形帯鉤 装身具 写真

30 ２ 和歌山県

紀伊和歌山市西和佐、岩橋千塚出土品

上右：鉄斧・上左：筒形銅器・鏡・石釧・中：甲 ・下

右：金環・勾玉・銅鏃

紀州海草郡神村 清水清氏蔵

下左：管玉・丸玉・切子玉・金環・五鈴鏡

鏡・武器・装

身具・銅製品
絵葉書・写真

30 ２ 和歌山県

右：紀伊岩橋千塚出土 装飾須恵器 奈良博物館蔵

中：和歌山県海草郡明神村出土 装飾須恵器 T７.11

左：紀伊岩橋千塚出土 装飾須恵器

土器・馬具
絵葉書・写真

・図版切抜

30 ２ 和歌山県

紀伊岩橋千塚出土品

上右：甕・壺・上左：提瓶・下右：第十三号墳羨道発見

雲珠・轡・下左：高 ・装飾壺・坩・ 清水清氏蔵 T
７.11

土器・馬具 写真・絵葉書

30 ２ 和歌山県

紀伊岩橋千塚

上右：遠景 上左：第31号墳・下右：第47号墳竪穴式石

室・下中：箱式石棺・下左：第９号墳竪穴式石室

古墳 写真・絵葉書

30 ３ 和歌山県
紀伊岩橋千塚 石室実測図・副葬品配置図 第９号墳・

第13号墳
古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第99号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第47号墳石室・第50号墳石棺実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第101号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第54号墳・第57号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第64号墳・第65号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第100号墳石棺実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第81号墳石棺実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第76号墳石棺実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第108号墳石棺・第111号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第67号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第56号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第64号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第94号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第24号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第31号墳・第32号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ３ 和歌山県 紀伊岩橋千塚 第23号墳・第17号墳石室実測図 古墳 実測図

30 ４ 大阪府
琴柱形石製品 和泉堺市百舌鳥古墳出土 田中恭子氏所

蔵
石製品 拓本

30 ５ ／ 内行花文鏡 国立博物館所蔵品 鏡 拓本

30 ６ 京都府 物集女古墳 銅鏡面 平泉氏所蔵品 鏡 拓本

30 ６ ／ 銅鏡 平泉氏所蔵品 鏡 拓本

30 ７ 大阪府 南河内国分松岳山 立石 埋葬施設 絵葉書

30 ７ 大阪府 南河内国分松岳山 立石 埋葬施設 絵葉書

30 ８ 大阪府
上：河内高井田横穴より松岳山古墳を望む

下：河内高井田藤田家墓地
古墳 絵葉書

30 ８ 大阪府
河内高井戸横穴

右：第１号横穴内部・左：第４号横穴入口
横穴 絵葉書・写真

30 ８ 大阪府
河内高井田横穴 第１号横穴玄室内遺物配置図 岩井武

俊氏調査に據る
横穴 実測図

30 ８ 大阪府 高井田第一号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 高井田第三号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 第四号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 第五号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 第六号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 第七号横穴実測図 横穴 実測図

30 ８ 大阪府 第三号横穴奥室右壁 線刻壁画 ４枚 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 第二号横穴右壁 戯画 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 ４文字状線刻 ３枚 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 木葉状線刻 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 弧状線刻 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 「天」字状線刻 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 ２文字状線刻 横穴 拓本

30 ８ 大阪府 唐草状線刻 横穴 拓本
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30 ８ 大阪府 一号墳羨門部線刻 ３枚 横穴 拓本

30 ９ ／ 伝不詳 石鏃 武器 図版切抜

30 ９ ／ 伝不詳 磨製石剣 武器 図版切抜

30 ９ ／ 伝不詳 腰掛形石製品・管玉
石製品・

装身具
図版切抜

30 10 大阪府 河内高井田第３号横穴右壁線刻壁画（人物） 横穴・壁画 絵葉書

30 10 大阪府
右：河内高井田第１号横穴入口・左：河内高井田第２号

横穴入口
横穴 写真

30 10 大阪府 河内高井田第４号横穴入口 横穴 絵葉書・写真

30 11 ／ 出土地不詳 琴柱形石製品 石製品 図版切抜

30 11 ／ 出土地不詳 琴柱形石製品 石製品 図版切抜

30 11 ／ 出土地不詳 車輪石 石製品 図版切抜

30 12 ／ 蓋形埴輪 埴輪 写真

30 12 ／ 朝顔形埴輪 埴輪 写真

30 13 大阪府 阿武山古墳 横口式石 埋葬施設 写真

30 13 大阪府 阿武山古墳 夾 棺 埋葬施設 写真

30 13 ／ 羽衣山古墳 玉類出土状況 装身具 写真

30 14 奈良県

昭和十五年一月十八日法隆寺東院舎利絵殿地下発掘

土師器 井戸様ノ穴底ニ安置セルガ如キ状態ニテ出土

須恵器（自然釉肩ニ著シ） 井戸様ノ穴ノ下底ヨリ三尺許

リ上方ニテ数個ノ須ヱ器類ト並置遺存セルモノ

耳付須ヱ器 肩ニ緑色ノ著シキ自然釉アレルモノ・井戸

様ノ穴ノ下底ヨリ三尺許リ上方ヨリ数個ノ須ヱ器類ト伴

出

土器 写真

30 14 奈良県
法隆寺東院舎利殿・絵殿地下発掘 壺（土師器壺・須恵

器壺・須恵器四耳壺） S15.１.18
土器 実測図

30 15 大阪府
摂津三島郡安威村 阿為神社古鏡 三角縁唐草文帯二神

二獣鏡
鏡 拓本

30 16 和歌山県 紀伊 岩橋千塚
古墳・埋葬施

設
写真

30 16 和歌山県
和歌山県海草郡西和佐村大字岩橋 千塚雁南仁見撮 T
７.11初旬

遺跡 写真

30 16 和歌山県 記念写真 遺跡 写真

30 16 和歌山県
和歌山県海草郡西和佐村 沼平介氏所蔵 岩橋千塚出土

三角縁三神三獣鏡
鏡 写真

30 17 和歌山県 岩橋千塚 五鈴鏡 鏡 拓本

30 18 ／ 頭椎大刀 スケッチ 武器 スケッチ

30 19 大阪府 誉田神社 一号鞍座・前輪 1/2 馬具 写真

30 20 奈良県 允恭陵外 内 盾形埴輪残片 埴輪 拓本

30 21 京都府
山城国乙訓郡 大原野村大字石見上里字東山 牛頭塚

盾形埴輪残片
埴輪 拓本

30 22 和歌山県 紀伊隅田八幡宮所蔵 人物画像鏡 鏡 拓本

30 23 兵庫県
摂津武庫郡本山村大字岡本村字八幡谷発掘 清家種直氏

蔵 棘葉形杏葉
馬具 拓本

30 24 大阪府 河内玉手山安福寺石棺彫文様 側壁 其一 埋葬施設 拓本

30 24 大阪府 玉手山安福寺石棺模様（東側） 其二 西側之北部 埋葬施設 拓本

30 24 大阪府 玉手安福寺石棺文様 其三 埋葬施設 拓本

30 24 大阪府 安福寺石棺文様 其四 埋葬施設 拓本

30 24 大阪府 玉手安福寺石棺文様 其五 西側の南部 埋葬施設 拓本

30 25 兵庫県 西谷村万籟山古墳 竪穴式石室 埋葬施設 写真

30 25 ／ 雲雀 竪穴式石室 埋葬施設 写真

30 25 ／ 雲雀丘ノ上ノ山 竪穴式石室 埋葬施設 写真

30 25 ／ 竪穴式石室 埋葬施設 写真

30 26 京都府 福知山の在 横穴式石室 埋葬施設 写真

30 26 京都府 福知山の在 篠村ノ別ノ古墳 横穴式石室 埋葬施設 写真

30 26 京都府 丹山福知山ノ在 須恵器出土状況 古墳・土器 写真

30 26 ／ 篠村古墳 須恵器出土状況 古墳・土器 写真

30 27 大阪府 河内 国分小学校蔵 石杵 T11.４ 石製品 写真

30 28 ／ 赤坂山 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

30 28 ／ 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

30 28 ／ 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

30 29 大阪府 上の太子 御陵山 古墳 写真
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30 29 大阪府 御陵山 埋葬施設 写真

30 30 奈良県 允恭陵外 内 盾形埴輪残片 埴輪 拓本

30 31 奈良県 大和 新山古墳 内行花文鏡 鏡 写真

30 31 奈良県
大和 北葛城郡馬見村 大字大場 新山古墳 方格規矩

鏡
鏡 写真

30 32 ／ 桜井ノ奥 赤坂山 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

30 32 ／ 赤城山積石 盤座？ 古墳 写真

30 32 ／ 赤城山積石 近景 盤座？ 古墳 写真

30 33 奈良県 大和郡山中学校 陶棺 T８.６ 埋葬施設 写真

30 34 奈良県 諸陵寮 大和新山 直弧文鏡 鏡 拓本

31 １ ／ 石製合子・鉄斧形石製模造品 石製品 写真

31 １ ／ 椅子形石製品 石製品 写真

31 ２ ／ 円頭大刀・方頭大刀・双鳳環頭 武器 写真

31 ３ ／ 横穴羨門部・横穴内部（線刻あり） 横穴 写真

31 ４ ／ 竪穴式石室 天井石（下から） 埋葬施設 写真

31 ５ ／ 石室・石仏 埋葬施設 写真

31 ６ ／ 女子人物埴輪残片 埴輪 写真

31 ７ ／
小札鋲留眉庇付 ・横矧板鋲留衝角付 模造品

三角板革綴衝角付 模造品
甲 図版・写真

31 ７ ／
三角板鋲留眉庇付 ・挂甲・肩甲・籠手模造品・短甲・

横矧板革綴短甲模造品
甲 図版

31 ７ ／ 三角板革綴短甲 甲 写真

31 ７ ／ 横矧板鋲留短甲模造品 甲 写真

31 ７ ／ 横矧板鋲留衝角付 甲 写真

31 ７ ／ 三角板鋲留異形 甲 写真

31 ８ ／ 石室 古墳 写真

31 ９ ／ 墳丘遠景 古墳 写真

31 ９ ／ 墳丘近景 古墳 写真

31 ９ ／ 墳丘近景・横穴式石室 埋葬施設 写真

31 10 ／ 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

31 11 ／ 赤坂山 横穴式石室・家形石棺 埋葬施設 写真

31 12 ／ 横穴 横穴 写真

31 13 ／ 横穴式石室 埋葬施設 写真

31 14 ／ 横穴式石室 埋葬施設 写真

31 15 ／ 金銅装大刀 武器 拓本

31 16 ／ 武器 写真

31 17 ／ 不明石製品 石製品 写真

31 18 ／ 鳥形品 石製品 写真

31 19 ／ 金銅装雲珠・楕円形杏葉 馬具 写真

31 20 ／ 天王日月三角縁四神四獣鏡 守屋孝蔵氏蔵 鏡 写真

31 21 奈良県 龍鏡 奈良県新山古墳 鏡 写真

31 21 奈良県 方格規矩八獣鏡 奈良県新山古墳 鏡 写真

31 21 奈良県 細線式獣形鏡 奈良県三昧田宝塚古墳 鏡 写真

31 21 奈良県 内行九花文鏡 奈良県三昧田貝吹古墳 鏡 写真

31 21 大阪府 三角縁獣帯三神三獣鏡 大阪府紫金山古墳？ 鏡 写真

31 21 奈良県 三角縁三仏三獣鏡 奈良県新山古墳？ 鏡 写真

31 21 奈良県 製方格規矩八獣鏡 奈良県新山古墳 鏡 写真

31 21 ／ 神人龍虎画像鏡 鏡 写真

31 21 奈良県 製方格規矩八獣鏡 奈良県新山古墳 鏡 写真

31 21 千葉県 製画文帯環状乳四仏四獣鏡 千葉県祇園大塚山古墳 鏡 写真

31 21 奈良県 三角縁三神三獣鏡 奈良県新山古墳 鏡 写真

31 21 ／ 獣文鏡 鏡 写真

31 21 奈良県 内行四花文鏡 奈良県三昧田貝吹古墳 鏡 写真

31 22 兵庫県
三角縁四神二獣二炉鏡 伝兵庫県芦屋市翠ヶ岡町親王塚

古墳
鏡 拓本

31 22 ／ 細線式獣帯鏡 鏡 拓本

31 23 ／
『人類学写真集』 埴輪土偶之部 東京帝国大学理学部

人類学教室 T９.３ 目次
埴輪 目録

31 23 埼玉県
第一版 武蔵国大郷郡本郷村大字山河字茶臼山 帽子を

被る男子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 茨城県 第二版 下総国結城郡絹川村大字林 武人埴輪 埴輪 図版
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31 23 茨城県 第三版 下総国河内郡雀宮村・菖蒲塚 女子人物埴輪 埴輪 図版

31 23 茨城県
第四版 常陸国行方郡秋津村大字青柳字不二内 小さい

壺を捧げ持つ女子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 群馬県 第五版 前橋市天川町 武人埴輪 埴輪 図版

31 23 埼玉県 第六版 武蔵国北足立郡川田谷村字若宮 武人埴輪頭部 埴輪 図版

31 23 群馬県
第七版 上野国北甘楽郡一ノ宮附近 帽子を被る男子人

物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 群馬県
第八版 上野国群馬郡瀧川村大字下齊田 男子人物埴輪

頭部
埴輪 図版

31 23 群馬県
第九版 上野国北甘楽郡富岡町大字七日町 男子人物埴

輪頭部
埴輪 図版

31 23 茨城県
第一〇版 常陸国稲敷郡龍ヶ崎町公園地⑴・⑵ 男子人

物埴輪・女子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 茨城県
第一一版 常陸国多賀郡松原町大字高萩字向原 男子人

物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 茨城県
第一二版 常陸国真壁郡雨引村大字羽田字孫八 男子人

物埴輪
埴輪 図版

31 23 茨城県
第一三版 常陸国真壁郡真壁町大字田字松木内 女子人

物埴輪
埴輪 図版

31 23 茨城県
第一四版 常陸国行方郡秋津村大字青柳字不二内 跪座

男子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 埼玉県 第一五版 武蔵国児玉郡旭村大字小島 人物埴輪頭部 埴輪 図版

31 23 茨城県
第一六版 常陸国稲敷郡木原村大字大須賀津字幸田 男

子人物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 群馬県 第一八版 上野国多野郡平井村大字白石 男子人物埴輪 埴輪 図版

31 23 東京都
第一九版 武蔵国多摩郡日野村字本郷・七ツ塚 女子人

物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 埼玉県
第二〇版 武蔵国児玉郡丹庄村大字関口 額に壺を乗せ

る女子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 群馬県
第二一版 上野国新田郡九合村大字東矢島 帽子を被る

男子人物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 群馬県
第二二版 上野国新田郡九合村大字東矢島 人物埴輪頭

部
埴輪 図版

31 23 埼玉県
第二三版 武蔵国児玉郡丹庄村大字関口小字池上 人物

埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 栃木県
第二四版 下野国河内郡豊郷村大字長岡字瓦谷・瓦塚

額に円形浮文のある人物埴輪頭部
埴輪 図版

31 23 千葉県
第二五版 下総国東葛飾郡手賀村大字布瀬 人物埴輪頭

部
埴輪 図版

31 23 千葉県 第二六版 下総国東葛飾郡八幡町 人物埴輪頭部 埴輪 図版

31 23 群馬県 第二七版 前橋市天川町 武人埴輪頭部 埴輪 図版

31 23 群馬県 第二八版 前橋市天川町 男子人物埴輪頭部 埴輪 図版

31 23 群馬県
第二九版 上野国新田郡宝泉村大字下田島・リウ塚 人

物埴輪胴部
埴輪 図版

31 23
群馬県．

茨城県

第三〇版 上野国群馬郡倉賀野村小字乙大応寺(1)・常陸

国真壁郡真壁町大字田字松木内 (1)男子人物埴輪胴

部・(2)女子人物埴輪胴部

埴輪 図版

31 23 千葉県 第三一版 下総国香取郡豊浦村大字富田 男子人物埴輪 埴輪 図版

31 23 埼玉県 第三二版 武蔵国児玉郡大澤村 男子人物埴輪 埴輪 図版

31 23 ／ 第三三版 男子人物埴輪 埴輪 図版

31 23 茨城県
第三四版 常陸国行方郡大生原村大字大賀小字棒山 帽

子を被る男子人物埴輪
埴輪 図版

31 23 群馬県

第三五版 上野国碓氷郡八幡村（上）・上野国新田郡世良

田村大字米岡（下） （上）男子人物埴輪頭部・（下）男

子人物埴輪

埴輪 図版

31 23
神奈川県･

栃木県

第三六版 武蔵国橘樹郡日吉村大字南加瀬（上）・下野国

足利郡御厨村（下） （上）武人埴輪頭部・（下）人物埴

輪頭部

埴輪 図版

31 23
茨城県・

群馬県

第三七版 常陸国新治郡七会村大字上稲吉（上）・上野国

新田郡九合村大字東矢島（下） 男子人物埴輪（上）・女

子人物埴輪（下）

埴輪 図版
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31 23
埼玉県・

群馬県

第三八版 武蔵国北足立郡川田谷村字若宮（上）・上野国

佐波郡剛志村大字下武士小字宮前（下） （上）・（下）男

子人物埴輪

埴輪 図版

31 23
群馬県・

千葉県

第三九版 上野国多野郡美久村大字神田（上）・下総国東

葛飾郡手賀村大字布瀬？（下） （上）・（下）女子人物埴

輪胴部

埴輪 図版

31 23
茨城県・

福島県

第四〇版 下総国猿島郡森戸村大字若林・鹿島塚（上）・

磐城国相馬郡八幡村大字坪田字高松山（下） （上）人物

埴輪円筒部・（下）双脚男子人物埴輪脚部

埴輪 図版

31 23
茨城県・

福島県

第四〇版 下総国猿島郡森戸村大字若林・鹿島塚（上）・

磐城国相馬郡八幡村大字坪田字高松山（下） （上）人物

埴輪円筒部・（下）双脚男子人物埴輪脚部

埴輪 図版

32 １ 島根県 出雲 上塩冶築山古墳 家形石棺２枚 埋葬施設 写真

32 １ 島根県 出雲 上塩冶築山古墳 家形石棺２枚 埋葬施設 写真

32 ２ 岡山県 岡山県千足古墳遠景 古墳 写真

32 ２ 岡山県 岡山県千足古墳 石室内石棺２枚 埋葬施設 写真

32 ２ 岡山県 岡山県千足古墳 石棺直弧文 埋葬施設 写真

32 ３ 島根県
出雲 簸川郡今市町大念寺 大念寺古墳同寺蔵 （馬具

ほか）
馬具 写真

32 ３ 島根県 出雲 簸川郡今市町大念寺古墳遠景・轡 大念寺蔵 古墳・馬具 写真

32 ３ 島根県
出雲 簸川郡今市町大念寺古墳出土 覆輪・磯金具 大

念寺蔵
馬具 写真

32 ３ 島根県
出雲 簸川郡今市町大念寺古墳 大念寺蔵

上：鉄刀・鉄鉾・馬鐸・下：杏葉・馬鐸
馬具 写真

32 ４ 島根県 出雲簸川郡古志一保塚（富塚） 近景 古墳 写真

32 ５ 島根県
出雲八束郡大庭村大字山代 山代二子塚古墳西方（前方

部） 遠景
古墳 写真

32 ６ 島根県

出雲 簸川郡塩冶村大字上塩冶築山古墳出土遺物２枚

森山文三郎氏保蔵

上：金銅冠 下：銀環・鈴・玉類

装身具 写真

32 ７ 熊本県 肥後 江田船山古墳（直刀）象嵌 武器 写真

32 ８ 島根県
出雲 八束郡玉湯町大字玉造・玉造遺跡 上：北方より

遠望・下：西方より遠望
遺跡 写真

32 ８ 島根県 出雲 八束郡玉湯町大字玉造・玉作遺跡 遺跡近景 遺跡 写真

32 ８ 島根県 玉類未製品２枚 装身具 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 砥石２枚 石製品 写真

32 ８ 島根県 玉類未製品２枚 装身具 写真

32 ８ 島根県 玉類未製品２枚 装身具 写真

32 ９ 島根県 出雲簸川郡今市町御幸町今市塚山古墳 近景 古墳 写真

32 10 島根県 出雲八束郡大庭村大字山代犬山邸内古墳 遠景 古墳 写真

32 10 島根県 出雲八束郡大庭村大字山代犬山邸内古墳 石室開口部 埋葬施設 写真

32 10 島根県 出雲八束郡大庭村大字山代犬山邸内古墳 石室開口部 埋葬施設 写真

32 10 島根県
出雲八束郡大庭村大字山代犬山邸内古墳 石室内部・石

棺
埋葬施設 写真

32 10 島根県 出雲八束郡大庭村大字山代犬山邸内古墳 開口部・石棺 埋葬施設 写真

32 11 島根県 出雲八束郡大庭村大字大庭鶏塚遠景 北面 古墳 写真

32 12 島根県 出雲簸川郡塩冶村 上塩冶地蔵山古墳 石室内部 古墳 写真

32 13 島根県 出雲国成東郡大庭村園原古墳 上：遠景 下：石室内部 古墳 写真

32 13 島根県 出雲国成東郡大庭村園原古墳 遠景 古墳 写真

32 13 ／ 方格規矩鏡 鏡 写真

32 13
奈良県・

和歌山県

上：五鈴鏡 大和国山辺郡朝和村字萱生出土・下右：四

神四獣鏡 和歌山出土・下左：変形獣帯四乳鏡 奈良県

出土

鏡 写真
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32 13 群馬県
上：神獣鏡・下：神獣鏡 上野国群馬郡大類村字芝崎発

掘
鏡 写真

32 13
奈良県・

群馬県

上：家屋文鏡 大和国北葛城郡河合村字佐味田発掘

下：狩猟文鏡 伝上野国発掘
鏡 写真

32 13

和 歌 山

県・奈良

県

上：人物画象鏡 紀伊国伊都郡隅田八幡神社出品

下：人物画象鏡 大和国北葛城郡河合村字佐味田発掘
鏡 写真

32 13 韓半島

上：海獣葡萄鏡・唐草文様角寸鏡

下：四獣鏡 朝鮮大同江面石巌里発見 京都帝国大学文

学部蔵

鏡 写真

32 13 岡山県 備中浅口郡入島村名切津雲貝塚ノ人骨 人骨 写真

32 13
山梨県・

香川県

上：神獣鏡 甲斐国西八代郡高田村浅間神社出品

下：獣形鏡 讃岐国香川郡弦打村大字鶴市発掘
鏡 写真

32 13
愛知県・

群馬県

上：五鈴鏡 尾張東春日井郡志段味村発見 京都帝国大

学文学部蔵

下：八鈴鏡 上野国新田郡九合村大字東矢島字原発掘

東京帝室博物館蔵

鏡 写真

32 13
兵庫県・

宮崎県

上：四神二獣鏡 精道村打出発見 吉田履一郎氏所蔵

武庫地方郷土史料展覧会記念

下：鏡７点 日向国兒湯郡穂北西都原附近発掘 穂北古

蹟保存会発行

鏡 写真

32 13

奈良県・

福岡県・

三重県

上：流雲紋獣帯鏡 大和南葛城郡大正村三室西浦古墳発

見 『大和考古資料集』其一

下右：六鈴鏡 筑前国糸島郡周船寺村大字飲氏古墳発掘

徴古館陳列

下左：双獣鏡 伊勢国飯南郡松尾村大字立野発掘 徴古

館陳列

鏡 写真

32 14 岡山県 備前鶴山古墳 石室内石棺 埋葬施設 写真

32 14 岡山県 備前鶴山古墳 石室内石棺 埋葬施設 写真

32 15 岡山県 備後沼隈郡赤坂村赤坂池下山古墳 石棺内埋葬状態 埋葬施設 写真

32 15 岡山県 備後沼隈郡赤坂村赤坂池下山古墳 無文鏡 鏡 写真

32 15 岡山県 備後沼隈郡赤坂村赤坂池下山古墳メモ 古墳 メモ

32 16 岡山県
備後沼隈郡津之郷村大字津之郷本谷出土品（土師器） 田

村区青景常太郎氏蔵
土器 写真

32 17 島根県 出雲大念寺古墳遺品目録２枚 その他 写真

32 18 島根県 旧原石採集廃坑 花仙山所在出雲玉造址 近景 遺跡 写真

32 18 島根県

出雲八束郡玉湯村大字玉造遺跡

上：未成品・下右：旧原石採集廃坑 花仙山所在出雲玉

造址近景・下左：砥石

遺 跡・装 身

具・石製品
写真

32 18 島根県
上：砥石 出雲八束郡玉湯村大字玉造 玉造神社所蔵

下：玉類未成品 出雲玉造址発見

装身具・

石製品
写真

32 19 大分県 神獣鏡 別府日名子太郎氏所蔵品 鏡 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 雲珠・辻金具・杏葉 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 辻金具・ 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 覆輪・鞍金具 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 覆輪・鞍金具 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 辻金具２枚 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 杏葉２枚 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 雲珠・透彫飾金具 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 雲珠 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土 雲珠 馬具 写真

32 20 宮崎県 日向上江村持田出土品メモ５枚 馬具 写真

32 21 福岡県 鏡 筑前国筑紫郡春日村大字須玖字岡本発見品 鏡 写真

32 22 福岡県 鏡・勾玉 沖島御金蔵宗像神社所蔵 鏡・玉類 鏡・装身具 写真

32 22 福岡県 石製品・石製模造品 沖島御金蔵宗像神社所蔵 石製品 石製品 写真

32 22 福岡県 古銭・土器 沖島御金蔵宗像神社所蔵 銭・土器 銭・土器 写真

32 23 福岡県 三神三獣鏡 筑前宗像沖島金屋出土 鏡 写真

32 24 福岡県
連弧文銘帯鏡 筑前国糸島郡怡土村三雲出土 博多聖福

寺所蔵
鏡 写真

32 24 岡山県
重圏文鏡 備前国邑久郡裳掛村大字虫明 虫明古墳出土

品
鏡 写真
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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

32 25 熊本県
異形壺形土器 熊本県下益城郡隈庄町大字宮地出土 小

林久雄氏蔵
土器 写真

32 26 福岡県 内行花文鏡 筑前大字須玖字岡本出土 鏡 写真

32 27 大分県
豊前国宇佐町高森赤塚 赤塚古墳遠景 T14.３撮影

（『考古学雑誌』14－３）
古墳 写真

32 27 ／
二三(3)二神二獣鏡 唐草文帯

二三(5)三神三獣鏡 天王日月獣文帯
鏡 写真

32 27 大分県
二三(4)三神三獣鏡

二三(1)盤龍鏡 豊前国宇佐町高森赤塚
鏡 写真

32 28 福岡県 筑前宮地嶽神社古墳 壺鐙２枚 馬具 写真

32 28 福岡県 筑前宮地嶽神社古墳 頭椎大刀柄頭２枚 武器 写真

古
墳
時
代
編

資
料
目
録
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Ⅰ．平出遺跡編



 



平出遺跡編の概要

平出遺跡は、長野県塩尻市宗賀平出（旧東筑摩郡宗賀村）に所在する縄文時代から平安

時代にかけての複合施設であり、松本平の南端、奈良井川扇状地上に立地する。

大場磐雄博士は、昭和22（1947）年秋に原嘉藤氏をはじめとする東筑摩郡史学同好会の招

きを受けて平出遺跡に赴き、11月18日には数ヶ所の試掘を行なった。その際、緑釉水瓶の優

品を目にしたことが本格的な調査へのきっかけとなったという。その後、昭和26（1951）年

の第四次調査まで、４年間に亘る発掘調査が行なわれた。

調査委員会は大場博士を調査委員長として、考古学班・地学班・古生物班・建築学班・

社会学・民俗学班・歴史学班など多分野に亘る研究者の協力で組織され、地元の小・中・

高校生や青年団・婦人会など、多くの人々が参加した総合学術調査として実施された。ま

た、第四次調査には三笠宮崇仁殿下が視察に来訪されるなど、当時、登呂遺跡と並んで注

目を集めた遺跡であったことが窺える。

発掘の結果、住居址・配石址・掘立柱建物跡等が検出され、弥生土器は少なかったもの
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第14図 平出遺跡地形（平出遺跡調査会編 1955)



の、稲・貝類・獣骨などの自然遺物が多数発見されたことが特徴的である。報告書では考

古学だけでなく、関連諸科学から平出遺跡全体の考察を行なっており、古代における畑作

経営が実証されるなど大きな成果を挙げた。

考古学では、各時代の出土遺物・出土遺構の考察を行ない、大場博士は本報告書中、第

二篇第一章二節「主要縄文式竪穴の考察」・三節「配石址の考察」・第三章七節「弥生式遺

物の稀少性」・八節「主要土師式竪穴の考察」・九節「土師式住居址から見た諸問題」・十節

「柱穴址の考察」・一一節「主要土師式遺物の考察」・一二節「平出土師式分化の特殊性」・

第四章二節「灰釉陶器について」・第八篇五節（附） のべ澤発見の遺物について」の10項目

について執筆している（註１）。

特に土器編年については、土師器・須恵器・施釉陶器の全体を通して七様式に整理し、

前期（第一様式）・中期（第二～第四様式）・後期（第五～第七様式）として、概ね前期を

４世紀～５世紀、後期末を11世紀に比定している。その後の長野県下における土器編年は、

この大場編年を基礎として展開した。

なお、平出遺跡は、遺跡・遺物の保存と活用のため、昭和27（1953）年に国指定史跡に指

定され、併設された平出遺跡考古博物館に出土品が収蔵展示されている。

ここでは、平成12年度までに確認されている平出遺跡の調査に関連する写真資料の内、著

しく劣化しているものや、内容の分類に考慮の余地を残すものを除いて公表することとし

たが、報告書には見られない調査風景も多数含まれており、年若い学生たちが調査に汗を

流している姿が窺われる。また、竪穴建物を復元する過程についても細かく記録を残して

おり、建築学など周辺諸科学との学際的な調査研究を行なった初期の例として貴重であ

る。 （山添奈苗)

註

１）平出遺跡調査会編 1955『平出 長野県宗賀村古代集落遺跡の総合研究』 文部省科学研究費総合研究報告

№10 朝日新聞社
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2029 第３号住居址

昭和25年４月10日

2028 第３号住居址

昭和25年４月10日

2027 第６号住居址

昭和25年４月９日

2026 イ号住居址土器出土状況

昭和25年４月７日

2025 イ号住居址炉

昭和25年４月７日

2023 イ号住居址炉

昭和25年４月９日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2034 比叡の山から平出を望む

昭和24年４月10日

2033 第４号住居址

昭和25年４月９日

2032 ロ号住居址埋甕出土状況

昭和25年４月９日

2031 ロ号住居址埋甕

昭和25年４月10日

2030 第３号住居址

昭和25年４月10日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2043 緑釉水瓶底部

昭和25年８月16日
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2048 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2047 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2046 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2045 緑釉水瓶

昭和25年８月16日

2044 緑釉水瓶

昭和25年８月16日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2049 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日
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2514 第27号住居址

昭和26年４月14日

2053 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2052 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2051 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

2050 平出遺跡出土遺物

昭和25年８月17日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2515 第28号住居址

昭和26年４月16日



－251－

2520 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

2519 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

2518 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

2517 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

2516 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2521 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日
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2528 へ号住居址炉

昭和26年４月13日

2527 チ号住居址

昭和26年４月15日

2525 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年４月13日

2523 一里塚

昭和26年４月16日

2522 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月16日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2529 ト号住居址土器出土状況

昭和26年４月15日
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2534 Ｌトレンチ土器出土状況

昭和26年４月13日

2533 ホ号住居址炉

昭和26年４月14日

2532 ヘ号住居址炉

昭和26年４月13日

2531 ヘ号住居址土器出土状況

昭和26年４月13日

2530 ト号住居址土器出土状況

昭和26年４月15日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2535 ホ号住居址炉

昭和26年４月15日
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平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2538 平出より大洞山を仰ぐ

昭和23年

2537 比叡の山より平出を望む

昭和23年

2536 比叡の山より平出を望む

昭和23年

2539 ワ号住居址

昭和26年

2540 第30号住居址の検出状況

昭和26年

2541 第１号柱穴址

昭和26年
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2545 第14号住居址

昭和25年

2544 不明

昭和26年

2543 遺構検出状況

昭和26年

2542 第30号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2547 １・２・３柱穴址及び45号住居址

昭和26年

2546 第45号住居址

昭和26年
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2552 各住居址から出土した土師器

昭和26年

2551 不明

昭和26年

2550 縄文中期の土器・土偶

昭和29年

2549 ニ号住居土器出土状況

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2554 ニ号住居址炉及び土器出土状況

昭和25年

2553 ロ号住居址出土深鉢

昭和25年
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2558 ハ号住居址土器出土状況

昭和25年

2557 第15号住居址

昭和25年

2556 不明

昭和26年

2555 第15号住居址

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2559 不明

昭和26年

2560 第15号住居址から見た

Ｅトレンチ調査風景

昭和25年
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平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2564 第43号住居址土器出土状況

昭和26年

2563 第46号住居址

昭和26年

2562 第29号住居址

昭和26年

2561 ニ号住居址土器出土状況

昭和26年

2565 第46号住居址

昭和26年

2566 ヌ号住居址

昭和26年
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2572 平出遺跡出土遺物

昭和28年

2571 平出遺跡出土遺物

昭和28年

2570 平出遺跡出土遺物

昭和28年

2569 平出遺跡出土遺物

昭和28年

2568 第45号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2567 第11号住居址西 付近

昭和26年



－260－

2578 第42号住居址

昭和26年11月４日

2577 不明

2576 第３号住居址

昭和25年11月４日

2575 第46号住居址

昭和26年11月４日

2574 第46号住居址

昭和26年11月４日

2573 平出遺跡出土遺物

昭和28年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2584 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2582 １・２・３柱穴址及び45号住居址

昭和26年

2581 第45号住居址

昭和26年11月４日

2580 第45号住居址

昭和26年11月４日

2579 第45号住居址及び２、３号柱穴址

昭和26年11月５日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2583 遺跡の指導をされる大場博士

昭和25年
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平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2585 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2586 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2587 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2588 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2589 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2590 平出遺跡出土遺物

昭和26年



－263－

2591 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2592 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2593 平出遺物出土遺物

昭和26年

2594 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2595 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2596 平出遺跡出土遺物

昭和26年



－264－

2597 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2598 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2599 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2600 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2601 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2602 平出遺跡出土遺物

昭和26年
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2603 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2604 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2605 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2606 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2607 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2609 平出遺跡出土遺物

昭和26年
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2610 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2611 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2612 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2613 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2614 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2615 平出遺跡出土遺物

昭和26年
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2617 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2618 出土遺物とともに

昭和26年

2620 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2621 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2622 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2623 平出遺跡出土遺物

昭和26年
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2625 平出遺跡出土遺物

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2626 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2627 復原された家屋

昭和26年

2628 平出遺跡復元住居

昭和26年

2629 平出遺跡復元住居

昭和26年

2630 平出遺跡復元住居

昭和26年
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2631 平出遺跡復元住居

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

2632 平出遺跡復元住居

昭和26年

2633 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年

2634 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年

2635 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年11月４日

2636 ヨ号住居址から第40号住居址を望む

昭和26年



2637 第35号住居址土器出土状況

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2638 第35号住居址土器出土状況

昭和26年

2639 第37号住居址土器出土状況

昭和26年

2640 不明

昭和26年

2648 第35号住居址

昭和26年

2649 不明



2650 不明

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2651 不明

昭和26年

2652 第43号住居址鉄器出土状況

昭和27年

2653 土器出土状況

昭和28年

2654 土器出土状況

昭和28年３月

2655 遺物出土状況

昭和26年



2656 平出遺跡出土遺物

昭和28年３月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

－272－

2657 土器出土状況

昭和26年

2658 平出遺跡出土遺物

昭和28年３月

2659 平出遺跡出土遺物

昭和28年３月

2660 復原された家屋

昭和26年５月31日

2661 復原された家屋

昭和26年５月31日



2662 復原された家屋

昭和26年５月31日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2663 平出遺跡復元住居

昭和26年

2664 平出遺跡復元住居

昭和26年

2665 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月19日

2666 平出遺跡復元住居

昭和26年５月31日

2667 平出遺跡復元住居

昭和26年５月31日



2668 平出遺跡復元住居

昭和27年８月１日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2669 平出遺跡史跡標柱

昭和27年８月１日

2670 平出遺跡復元住居

昭和26年５月

2671 平出遺跡復元住居

昭和26年５月２日

2672 平出遺跡復元住居

昭和26年５月２日

2673 平出遺跡復元住居

昭和26年５月31日



2674 ワ号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2675 へ号住居址

昭和26年４月15日

2676 ホ号住居址土器出土状況

昭和26年４月14日

2677 ヨ号住居址炉

昭和26年

2678 ト号住居址

昭和26年

2679 ル号住居址炭化材出土状況

昭和26年４月



2680 不明

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2681 ヌ号住居址

昭和26年４月

2683 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年４月

2684 平出遺跡出土遺物

昭和26年４月

2685 平出周辺域を踏査する大場博士

昭和27年７月31日

2686 平出周辺域を踏査する大場博士

昭和27年７月31日



2687 平出遺跡復元住居

昭和26年４月18日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2688 平出遺跡出土遺物

昭和26年12月26日

2689 縄文中期の土器

昭和26年12月26日

2691 平出遺跡出土鉄器

昭和26年４月19日

2692 ヲ号住居址出土土器

昭和28年３月

2693 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年10月



2694 ワ号住居址土器出土状況

昭和28年３月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2695 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年３月

2696 ワ号住居址土器出土状況

昭和26年10月

2697 ワ号住居址出土土器

昭和28年３月

2699 不明

昭和26年３月

2698 不明

昭和28年３月



2700 第35号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2701 第47号住居址 昭和26年

2702 第33号住居址土器出土状況

昭和26年

2703 第35号住居址

昭和26年

2704 第33号住居址集石状況

昭和26年

2705 ３号住居址土器出土状況

昭和25年



2706 第39号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

－280－

2707 第47号住居址遺物出土状況

昭和26年

2708 不明

昭和26年

2709 第47号住居址

昭和26年

2710 第47号住居址

昭和26年

2711 第47号住居址

昭和26年



2712 第47号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2713 不明

昭和26年

2714 第47号住居址 及び土器出土状況

昭和26年

2715 不明

昭和26年

2716 第43号住居址炭化物出土状況

昭和26年

2717 不明

昭和26年



2720 第33号住居址主柱穴

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2718 不明

昭和26年

2719 第47号住居址

昭和26年

2721 不明

昭和26年

2722 不明

昭和26年

2831 第15号住居址

昭和25年



2834 第13号住居址

昭和25年

2833 第13号住居址

昭和25年

2832 第15号住居址

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2835 第15号住居址

昭和25年

2836 第15号住居址

昭和25年

2837 第15号住居址

昭和25年



2840 Ｈトレンチ土器出土状況

昭和25年

2839 第21号住居址

昭和25年

2838 第15号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2841 第13号住居址

昭和25年

2842 第13号住居址

昭和25年

2843 第16号住居址

昭和25年



2847 第14号住居址

昭和25年

2846 第18号住居址

昭和25年

2844 第16号住居址

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2848 第14号住居址土器出土状況

昭和25年

2849 第14号住居址

昭和25年

2850 第14号住居址 土器出土状況

昭和25年



2856 ハ号住居址

昭和25年

2855 遺跡見学に来られた折口信夫博士

を囲んでの記念写真

昭和25年11月24日

2853 第14号住居址

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2857 ハ号住居址土器埋設状況

昭和25年

2858 ハ号住居址炉

昭和25年

2861 ハ号住居址

昭和25年



2865 平出遺跡調査風景（Ｅトレンチ）

昭和25年

2863 ニ号住居址土器埋設状況

昭和25年

2862 ハ号住居址

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2866 平出遺跡調査風景（第11号住居址）

昭和25年

2867 平出遺跡調査風景（第11号住居址）

昭和25年

2868 水王祠

昭和25年11月



2873 平出鎮守伊夜彦神社

昭和25年11月

2870 千人塚

昭和25年11月

2869 平出の泉

昭和25年11月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2874 第12号住居址

昭和25年11月

2875 第12号住居址

昭和25年11月

2877 第12号住居址

昭和25年11月



2880 配石址

昭和25年11月

2879 第12号住居址

昭和25年11月

2878 第12・23号住居址

昭和25年11月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2881 第17号住居址鉄鎌出土状況

昭和25年11月

2882 第11号住居址

昭和25年11月

2883 第22号住居址

昭和25年11月



2889 平出の泉・釜岩様

昭和25年

2886 第11号住居址西壁炉付近

昭和25年11月

2884 第22号住居址

昭和25年11月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2890 平出遺跡復元住居模型

昭和25年

2891 平出遺跡復元住居模型

昭和25年

2892 雪景色の大洞山

昭和25年



2898 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2897 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2893 雪景色の比叡ノ山

昭和25年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2899 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2900 平出遺跡出土遺物

昭和28年１月６日

2901 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日



2904 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2903 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2902 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2905 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2906 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2907 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日



2910 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2909 平出遺跡出土遺物

昭和26年

2908 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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2911 平出遺跡出土遺物

昭和26年１月６日

2918 第28号住居址

昭和26年５月11日

2919 第28号住居址

昭和26年５月11日



3235 第47号住居址

昭和26年11月４・５日

3234 第47号住居址

昭和26年11月４・５日

3233 不明

昭和26年11月２日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3236 第47号住居址

昭和26年11月４・５日

3237 第29号住居址

昭和26年10月

3238 第30号住居址南側炭化木材

昭和26年11月



3241 第32号住居址土器出土状況

昭和26年11月

3240 第30号住居址

昭和26年11月

3239 第30号住居址

昭和26年11月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3242 不明

昭和26年11月

3243 不明

昭和26年11月

3244 Ｎトレンチ土器出土状況

昭和26年11月



3250 第43号住居址

昭和26年11月

3249 第43号住居址

昭和26年11月

3245 Ｎトレンチ土器出土状況

昭和26年11月

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3251 第43号住居址炭化材及び

土器出土状況

昭和26年

3252 第39号住居址鉄鏃出土状況

昭和26年11月７日

3253 第39号住居址鉄鏃出土状況

昭和26年11月７日



3256 Ｏトレンチ第34号住居址付近

出土遺物出土状況

昭和26年11月９日

3255 Ｏトレンチ第34号住居址付近

遺物出土状況

昭和26年11月４日

3254 第35号住居址勾玉出土状況

昭和26年11月７日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3257 柱穴址土器出土状況

昭和26年11月４日

3258 柱穴址土器出土状況

昭和26年11月９日

3259 平出遺跡調査参加者集合写真

昭和26年11月30日



3263 ル号住居址土偶出土状況

昭和26年11月４日

3262 ル号住居址土坑

昭和26年11月４日

3260 ヲ号住居土器出土状況

昭和26年11月４日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3264 ル号住居址柱穴

昭和26年11月６日

3265 ル号住居址炉

昭和26年11月５日

3685 平出遺跡博物館

昭和32年１月６日



3853 大洞山より平出を望む

昭和26年

3852 大洞山より平出を望む

昭和28年

3686 平出遺跡博物館

昭和32年１月６日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3854 平出遺跡出土遺物

昭和28年

3855 平出遺跡出土遺物

昭和28年

3856 復原される家屋

昭和26年



3859 一里塚より北アルプスを望む

昭和26年

3858 平出遺跡住居復元作業風景

昭和26年

3857 復原される家屋

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3860 第28号住居址 包含層

昭和26年４月16日

3861 第28号住居址

昭和26年

3862 第27号住居址

昭和26年



3865 第27号住居址

昭和26年

3864 第27号住居址鉄器出土状況

昭和26年

3863 第27号住居址

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3866 ル号住居址柱穴炭化柱残欠部

昭和26年

3867 第26号住居址

昭和26年

3868 第25号住居址

昭和26年



3871 第24号住居址

昭和26年

3870 第24号住居址 包含不明

昭和26年４月13日

3869 第25号住居址

昭和26年４月18日

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3872 第24号住居址

昭和26年

3873 第24号住居址

昭和26年

3874 ホ・リ号住居址

昭和26年



3877 配石遺構

昭和26年４月16日

3876 ヘ号住居土器出土状況

昭和26年

3875 リ号住居址炉

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料
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3878 Ｋトレンチ土器出土状況

昭和26年４月10日

3880 平出遺跡調査風景

昭和25年

3879 Ｌトレンチ土器出土状況

昭和26年



4173 子持勾玉

昭和24年７月25日

3881 平出遺跡調査風景

昭和26年

平
出
遺
跡
編

写
真
資
料

－304－



Ⅱ．登呂遺跡編



 



登呂遺跡編の概要

登呂遺跡の調査は、第２次世界大戦の最中である昭和18（1943）年に、静岡県静岡市、登

呂の水田地帯に軍需工場が建設されるにともなって、多量の木製品や水田跡と考えられる

杭列が発見された事にはじまる。

その重要性と調査の必要性が認められ、学術的な第１次調査が行なわれる運びとなった

が、戦争による社会的状況の悪化によって中断を余儀なくされた。

戦後、昭和22（1947）年に八幡一郎氏を中心とする登呂遺跡調査会が発足し、第２次調査

が行なわれた。これには、考古学・人類学・地質学・動植物学・建築学・農業経済学など

他分野の研究者が加わり、日本で初めての総合的調査が行なわれる事となった。大場博士

はこの主要メンバーとして調査に携わった一人である（註１）。調査はその後も継続して行

なわれ、水田跡だけでなく住居跡・倉庫跡が検出され弥生時代後期の研究において画期的

な発掘調査であったと言える。現在は国指定特別史跡となり、整備された敷地内には竪穴

住居および高床式倉庫が復元され、敷地内に設けられた静岡市立登呂博物館には多くの出

土遺物が展示されている。

大場博士の写真資料は、昭和18年の第１次調査と昭和22年・23年に撮影されたもので、第

１次調査時の資料が全体の９割を占める。静岡市立博物館に展示されている丸木舟・櫂、

そして琴などの代表的な木製品の多くが第１次調査時に見つかっており、大場博士資料目

録にもそれらを確認することができる。

撮影内容は、現場の発掘状況、遺構確認状況および遠景、遺物の出土状況、主要な出土

遺物に及ぶ。その上、写真資料には戦前・戦後の登呂遺跡付近の情景や作業に携わった人、

あるいは遺跡見学に訪れた人々なども写し出されており、遺跡発掘を行なった時代背景の

－307－

第15図 登呂遺跡出土土器（大場 1947a)



一端を読み取ることができる。しかし、戦争の敗色が濃くなった昭和20（1945）年には、登

呂遺跡は空襲を受け遺構などが直接的な被害を被り、さらには第１次発掘調査の記録や遺

物の一部、作成中の報告書原稿なども失われてしまったのである。

こうした状況下において、第１次調査を中心とした大場磐雄博士の登呂遺跡関連の写真

資料は、遺跡発掘調査の記録保存の役割を十分に果たしているだけでなく、発掘調査を通

して戦前・戦後の日本の世相を再考することが出来る、資料価値の高いものであることが

明らかである。 （加藤里美）

註

１）大場博士が執筆した登呂遺跡関係の文献には以下のものがある。

大場磐雄 1947a 静岡市登呂遺跡の重要性」『郷土文化』２ 静岡県郷土文化研究会

大場磐雄 1947b 登呂再調査の新事実」『あんとろぽす』７ 山岡書店

大場磐雄 1947c 登呂発見の火鑚具について」『考古学雑誌』34―１ 日本考古学会

大場磐雄 1948 古代農村の復元』 あしかび書房

大場磐雄 1949a 木器」『登呂』 日本考古学協会

大場磐雄 1949b 登呂発見の遺物」『登呂遺跡調査白書』新日本歴史８ 新日本歴史学会

大場磐雄 1949c 登呂ムラの農業及び農民生活」『登呂遺跡調査白書』新日本歴史８ 新日本歴史学会

－308－



－309－

2735 第２号住居跡木栅差込状況

昭和22年７月・８月

2734 皇太子殿下行啓

昭和22年８月13日

2733 弥生土器（壺口縁部）

昭和18年12月29日

2732 弥生土器（壺）

昭和18年12月29日

2731 弥生土器（壺）

昭和18年12月29日

2730 木製容器・鋤

昭和18年12月29日

登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料
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登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料

2741 第３号住居跡

昭和22年７月

2740 第２号住居跡

昭和22年７月

2739 第１号住居跡

昭和22年７月

2738 第２号住居跡立柱及び礎板

昭和22年７月

2737 Ｂ地区立板

昭和22年７月

2736 第２号住居跡木栅及び古樹株

昭和22年７月
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登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料

2752 第１号住居跡基礎板出土状況

昭和18年８月

2751 北側一本柱遺構

昭和18年８月

2745 樹皮細工木製品

昭和23年８月

2744 樹皮利用による土器の接合・

壺形土器口縁部

昭和23年８月

2743 木製品・土器片

昭和23年８月

2742 左から第３号住居跡・人物を

はさんで第２号住居跡

昭和23年８月



－312－

登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料

2760 ミニチュア壺（逆位）・杭材・

柄穴付き角材

昭和18年８月

2759 木槌・杓子形木器・柄穴付き角材

昭和18年８月

2758 赤彩色土器破片

昭和18年８月

2756 第１号住居跡環栅補強状況

昭和18年８月

2754 第１号住居跡北側環栅根基

昭和18年８月

2753 第１号住居跡内南西溝内出土屋根

構造材一部と槽形木器出土状況

昭和18年８月



－313－

登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料

2766 片口形木器（側面）

昭和18年８月３日

2765 片口形木器（上面から）

昭和18年８月３日

2764 腰掛・横槌

昭和18年８月３日

2763 機織用具・模型・模造・

ミニチュア製品・皿形木器

昭和18年８月３日

2762 Ｙ字形把頭

昭和18年８月３日

2761 高杯形木器（脚部と台部）

昭和18年８月
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2780 田下駄・下駄

昭和18年

2779 田下駄・下駄

昭和18年

2778 槽形木器

昭和18年

2770 柱材・礎板

昭和18年８月３日

2769 梯子・ねずみ返し・

形状不明建築用材

昭和18年８月３日

2767 木杵・他木製品・石錘・

ミニチュア壺

昭和18年８月３日
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2789 東西方向の畦畔跡杭列

昭和18年

2787 高杯形木器（脚部と台部）

昭和18年

2785 高杯形木器（台部）

昭和18年

2783 木製腰掛

昭和18年

2782 木製叉鋤

昭和18年

2781 杓子形木器

昭和18年
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2795 ８本柱倉庫跡と立ち株群付近の

状況

昭和18年

2794 登呂遺跡の環境（左が北・右が東・

森林跡地帯より）

昭和18年

2793 登呂遺跡の環境（左が北・右が東・

森林跡地帯より）

昭和18年

2792 畦畔跡と木樋状遺構

昭和18年

2791 東西方向の畦畔跡矢板列

昭和18年

2790 水田跡

昭和18年
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2801 Ｙ字形把頭・礫

昭和18年

2800 木樋状遺構

昭和18年

2799 木樋状遺構

昭和18年

2798 西方の丸井戸

昭和18年

2797 遺構

昭和18年

2796 北側一本柱遺構付近の状況

昭和18年



－318－

登
呂
遺
跡
編

写
真
資
料

2808 Ｙ字形把頭

昭和18年

2807 Ｙ字形把頭・鞘状製品

昭和18年

2806 各種木製品（安本氏蔵品）

昭和18年

2804 弥生式土器（安本氏蔵品）

昭和18年

2803 弥生式土器（安本氏蔵品）

昭和18年

2802 弥生式土器（安本氏蔵品）

昭和18年
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2723 建築用材

昭和18年12月29日

2724 田下駄・腰当て具他

昭和18年12月29日

2812 各種木製品

昭和18年

2811 片口形木器

昭和18年

2810 木材切痕・炭化藁

昭和18年

2809 各種木製品（ホゾ穴材・高杯脚部）

昭和18年
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2746 板梯子・布巻具

昭和23年８月

2729 田下駄

昭和18年12月29日

2728 田下駄

昭和18年12月29日

2727 田下駄

昭和18年12月29日

2726 田下駄

昭和18年12月29日

2725 田下駄

昭和18年12月29日
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2757 建築用材

昭和18年８月

2755 第１号住居跡内南西溝内出土屋根

構造材一部と槽形木器出土状況

昭和18年８月

2750 水田跡・畦畔跡杭列

昭和18年８月

2749 遺跡を西から臨む

昭和18年８月３日

2748 水田跡・畦畔跡杭列

昭和18年８月

2747 水田跡・畦畔跡杭列

昭和18年８月
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2775 丸木舟（側面から）

昭和18年

2774 丸木舟（底面から）・櫂

昭和18年

2773 槽形木器（上面から）

昭和18年８月３日

2772 槽形木器（側面から）

昭和18年８月３日

2771 建築用材

昭和18年８月３日

2768 梯子・各種建築用材

昭和18年８月３日
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2805 琴形木製品・他木製品（安本氏蔵品）

昭和18年

2788 高杯形木製品(2787の木製品を接合）

昭和18年

2786 高杯形木製品

昭和18年

2784 腰掛・横槌

昭和18年

2777 用途不明材（丸木弓ほか）

昭和18年

2776 丸木舟（上面から）・櫂

昭和18年



Ⅲ．常陸鏡塚古墳編



 



常陸鏡塚古墳編の概要

本編に収録した資料は、大場磐雄博士を団長とする磯浜町鏡塚古墳調査団が、昭和

24（1949）年に発掘調査を行なった常陸鏡塚古墳関連のガラス乾板である。調査成果は、記

念すべき『国学院大学考古学研究報告』の第一冊として刊行された（註１）。

常陸鏡塚古墳は、茨城県東茨城郡大洗町磯浜（旧磯浜町大字日下字日ヶ塚）に所在する

全長約96mの前方後円墳である。後円部墳頂の縁辺を囲繞する円筒形埴輪が出土している

が、葺石は確認されていない。埋葬施設としては、後円部の中央に存在する粘土 が知ら

れている。副葬品は内行花文鏡・変形四獣鏡・勾玉・管玉・ガラス小玉・石釧・石製模造

品・立花状石製品・直刀・鉄斧・鎌・ などの鉄製品や竪櫛などが出土しており、古墳時

代前期末に位置付けることができる。

当資料には調査風景をはじめ、報告書所収の図版とは別カットの遺構写真・遺物写真が

含まれているが、報告書に「第二図 埴輪断片」として掲載されている埴輪の写真につい

ては今のところ乾板が見当たらず、プリントされたもののみが大場磐雄博士資料（Ⅳ-13）

に残されている。

なお、整理番号3365と3374、3373と4250、4258と4259、4260と4261は、それぞれパノラマ写

真状に合成されたものが報告書の図版第五（ 内遺物出土状態）の下段、図版第五（ 内
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第16図 常陸鏡塚古墳墳丘測量図（大場・佐野 1956)



遺物出土状態）の上段、図版第四（粘土 ）の左、図版第一（鏡塚古墳遠景（上）及び近

景（下））の下段に掲載されている。一般に、複数の写真を合成してパノラマ写真状にした

場合、古い報告では合成した部分が明らかである場合が多い。しかし、今回整理を行なっ

た写真資料を掲載した報告書では、その合成部分をぼかすことによって、より自然な形で

図版を見せることに成功している。このような工夫は単に印刷技術のレベルに帰する問題

かもしれないが、大場博士の意図によるものであった可能性も否定できない。

（深澤太郎）

註

１）大場磐雄・佐野大和 1956『常陸鏡塚』 国学院大学考古学研究報告１
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第17図 常陸鏡塚古墳粘土 （大場・佐野 1956)
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3369 遺物出土状況

昭和24年８月

3368 櫛出土状況

昭和24年８月

報告書図版第一三・下

3367 出土櫛

昭和24年８月

3366 後円部墳頂より前方部を望む

昭和24年８月

報告書図版第二・下

3365 内副葬品出土状態・第四区

昭和24年８月

報告書図版第五・下（3374と合成）

3364 内副葬品出土状態・第四区

昭和24年８月
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3375 粘土 南端

昭和24年８月

報告書図版第三・下

3374 遺物出土状況

昭和24年８月

報告書図版第五・下（3365と合成）

3373 内副葬品出土状態・第二区

昭和24年８月

報告書図版第五・上（4250と合成）

3372 粘土

昭和24年８月

報告書図版第四・右（3370と合成）

3371 粘土 ・中央部状況

昭和24年８月

3370 粘土 ・中央部状況

昭和24年８月

報告書図版第四・右（3372と合成）
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3381 滑石製模造品（鏨）

昭和24年８月

3380 滑石製模造品（ ）

昭和24年８月

3379 滑石製石釧

昭和24年８月

3378 滑石製石釧・滑石製紡錘車

昭和24年８月

3377 前方部より後円部を望む

昭和24年８月

報告書図版第二・上

3376 西方磯浜町より遠望

昭和24年８月

報告書図版第一・上
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3387 鉄製品

昭和24年８月

3386 滑石製模造品（ ・刀子）

昭和24年８月

3385 滑石製模造品（ ・鑿）

昭和24年８月

3384 滑石製模造品（刀子）

昭和24年８月

3383 滑石製模造品（刀子）

昭和24年８月

3382 滑石製模造品（鎌・鋤）

昭和24年８月

報告書図版第一三・上
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3567 滑石製模造品（異形品・管玉・勾玉）

昭和30年

報告書図版第八・上

3566 滑石製模造品（刀子）

昭和30年

報告書図版第一〇

3565 滑石製模造品（斧）

昭和30年

報告書図版第一一

3390 鉄製品

昭和24年８月

3389 鉄製品

昭和24年８月

3388 鉄製品

昭和24年８月
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4254 勾玉

昭和24年８月

4253 内行花文鏡

昭和24年８月

4252 変形四獣鏡

昭和24年８月

4251 粘土 北端

昭和24年８月

報告書図版第三・上

4250 内副葬品出土状態・第二区

昭和24年８月

報告書図版第五・上（3373と合成）

3568 滑石製模造品（ ・鑿・鏨）

昭和30年

報告書図版第九の一部
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4260 鏡塚古墳近景・東方より望む

昭和24年８月

報告書図版第一・下（4261と合成）

4259 粘土 ・中央部切断面状況

昭和24年８月

報告書図版第四・左（4258と合成）

4258 粘土 ・中央部切断面状況

昭和24年８月

報告書図版第四・左（4259と合成）

4257 棺材残片

昭和24年８月

4256 臼玉

昭和24年８月

4255 管玉・異形品（立花）

昭和24年８月
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4261 鏡塚古墳近景・東方より望む

昭和24年８月

報告書図版第一・下（4260と合成）



Ⅳ．信濃浅間古墳（桜ヶ丘古墳・妙義山古墳群ほか）編



 



信濃浅間古墳編の概要

本編は、昭和30（1955）年から32（1957）年にかけて、大場博士を調査責任者として金谷

克己氏らが実施した浅間桜ヶ丘古墳・浅間妙義山古墳群、及び旧本郷村・松本市周辺にお

ける積石塚古墳の調査に関するガラス乾板からなり、報告書である『信濃浅間古墳』に掲

載されたものも少なくない（註１）。

桜ヶ丘古墳は、長野県松本市本郷（旧東筑摩郡本郷村大字浅間・飯治洞）に所在する直

径約15mの円墳であり、古墳時代中期後半に位置付けられる。埋葬施設としては副室を伴

う小規模な竪穴式石室を備え、天冠・竪櫛・勾玉・丸玉・小玉・臼玉・直刀・鉄剣・鉄鉾・

鉄鏃・衝角付胄・短甲・頸甲が出土した。衝角付胄と短甲については、後に滝沢誠氏が精

査した結果、三角板革綴衝角付胄、並びに長方板革綴短甲であることが明らかになった（註

２）。

妙義山古墳群は同じく松本市本

郷（旧本郷村大字大・妙義山）に

所在し、３基の円墳からなる。妙

義山第１号古墳は直径約32m～約

35mで葺石を有するが、古墳に伴

う埋葬施設は認められず、遺物も

若干の土師器・弥生土器が出土し

たに過ぎない。遺構は、墳頂部の

南西から、かつて墳頂に存在した

妙義山神社の祭礼の際に幟を立て

た小規模な石囲いが発見されたの

みである。一方、第２号古墳は直

径約９m～約11mと比較的小規模

であるが、簡単な竪穴式石室を持

ち、金環・勾玉・切子玉・棗玉・

丸玉・小玉・臼玉・練玉・直刀・

刀子・鉄鏃・素環鏡板付轡・鉄地

金銅張雲珠・鉄製 具・鉄地金銅

張飾金具が出土した。第３号古墳

は直径約９m～約12mと第２号古

墳とほぼ同じ規模であるが、古墳

自体と関連する遺構・遺物は見ら

れない。第２号古墳の様相から、

当古墳群は古墳時代後期初頭の前

後に位置付けることが可能であろ

う。

当資料の殆どは上記の４古墳に

交
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第18図 桜ヶ丘古墳出土天冠（大場・原・金谷 1966)

第19図 妙義山第二号古墳出土轡（大場・原・金谷 1966)



関するものであるが、同時に報告された下屋敷古墳・もみの塚などの積石塚を撮影した乾

板７枚も含んでいる。また、報告書には図版や図面が掲載されなかった妙義山第１号古墳

の石囲いについても乾板が残されており、発掘調査当時の様子を窺い知ることができる。

なお、整理番号3599と3600は、パノラマ写真状に合成されたものが報告書の図版第８の下

段に掲載されている。 （深澤太郎）

註

１）大場磐雄・原嘉藤・金谷克己 1966『信濃浅間古墳』 長野県東筑摩郡本郷村教育委員会

２）滝沢誠 1988「長野県松本市桜ヶ丘古墳の再調査」『信濃』40-10 信濃史学会
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3587 桜ヶ丘古墳出土品

長方板革綴短甲

昭和30年

3586 桜ヶ丘古墳出土品

三角板革綴衝角付

昭和30年８月31日

3585 桜ヶ丘古墳出土品 刀剣（含鉄鉾）

昭和30年

3584 桜ヶ丘古墳出土品 鉄鏃

昭和30年８月31日

3583 桜ヶ丘古墳

昭和30年９月７日

3582 桜ヶ丘古墳

昭和30年９月３日
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3593 桜ヶ丘古墳

天冠及び鉄剣出土状態

昭和30年９月１日

報告書図版第四・下

3592 桜ヶ丘古墳

天冠及び鉄剣出土状態

昭和30年９月１日

3591 桜ヶ丘古墳 副室

昭和30年

3590 桜ヶ丘古墳 副室

昭和30年９月１日

3589 桜ヶ丘古墳 発掘直前

昭和30年

報告書図版第三・上

3588 桜ヶ丘古墳 石室一部

昭和30年８月30日

報告書図版第三・下
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3599 妙義山古墳群 第一号古墳

発掘状態

昭和30年９月７日

報告書図版第八・下（3600と合成）

3598 湯の原出土長頸瓶（小野氏蔵）

昭和30年９月

3597 妙義山古墳群 第一号古墳

石囲い

昭和30年９月

3596 妙義山古墳群 第一号古墳

石囲い

昭和30年９月

3595 妙義山古墳群 第一号古墳

石囲い

昭和30年９月４日

3594 桜ヶ丘古墳 副室全景（清掃後）

昭和30年

報告書図版第四・上



－344－

信
濃
浅
間
古
墳
編

写
真
資
料

3605 妙義山古墳群 第二号古墳

発掘状況

昭和30年９月

3604 妙義山古墳群 第二号古墳

昭和30年９月７日

報告書図版第一二・上

3603 妙義山古墳遠望（桜ヶ丘古墳より）

昭和30年９月３日

3602 浅間温泉付近遠望

昭和30年９月３日

3601 浅間温泉付近遠望

昭和30年９月３日

3600 妙義山古墳群 第一号古墳

発掘状態

昭和30年９月

報告書図版第八・下（3599と合成）
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3678 妙義山古墳群 第一号古墳

封土トレンチ内

昭和31年10月９日

報告書図版第一〇・下

3677 妙義山古墳群 第三号古墳

封土切断面上部分拡大

昭和31年10月

報告書図版第一〇・下

3676 妙義山古墳群 第三号古墳

封土切断面

昭和31年10月

報告書図版第一七・上

3675 妙義山古墳群 第一号古墳

封土トレンチ内土師器出土状態

昭和31年10月

報告書図版第一〇・下

3674 妙義山古墳群 第一号古墳 葺石

昭和31年10月８日

報告書図版第九・上

3606 妙義山古墳群 第三号古墳

昭和30年９月

報告書図版第一二・下



－346－

信
濃
浅
間
古
墳
編

写
真
資
料

3707 桜ヶ丘古墳出土品 玉類

昭和32年２月20日

報告書図版第六・上

3706 桜ヶ丘古墳出土品 甲 片・鉄鏃

昭和32年２月20日

報告書図版第六・右下

3705 桜ヶ丘古墳出土品 短甲・頸鎧

昭和32年２月20日

報告書図版第七

3704 桜ヶ丘古墳出土品 頸甲

昭和32年２月20日

3703 桜ヶ丘古墳 天冠に銹着した竹櫛

昭和32年３月

報告書図版第五・右下

3679 妙義山古墳群 第一号古墳

封土トレンチ内

昭和31年10月
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3713 松本市里山辺地区 薄町古宮の

積石塚（もみの塚）

昭和32年４月13日

報告書図版第二一・上

3712 旧本郷村水汲西原の積石塚

昭和32年４月14日

報告書図版第二〇・下

3711 旧本郷村水汲西原の積石塚

昭和32年４月14日

3710 桜ヶ丘古墳出土品 天冠

昭和32年２月20日

3709 桜ヶ丘古墳出土品

天冠に銹着した布片

昭和32年２月20日

報告書図版第五・左下

3708 桜ヶ丘古墳出土品 天冠の一部

昭和32年２月20日

報告書図版第五・上
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3714 松本市里山辺地区

薄町古宮の積石塚（もみの塚）

昭和32年４月13日

3719 松本市里山辺地区 大塚

昭和32年４月13日

3718 旧本郷村原の積石塚

昭和32年４月14日

3717 旧本郷村原下屋敷の積石塚

（下屋敷古墳）

昭和32年４月14日

報告書図版第二〇・上

3716 松本市里山辺地区 荒町の積石塚

昭和32年４月13日

3715 松本市里山辺地区 荒町の積石塚

昭和32年４月13日
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3720 松本市里山辺地区 針塚

昭和32年４月13日

3722 松本市里山辺地区

昭和32年４月14日

3721 松本市里山辺地区 御母家の古墳

昭和32年４月13日




