
販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【フォト】斐川町荒神谷遺跡・安来清水寺と兵庫楊柳寺・金屋子神社社殿ほか

斐川・荒神谷遺跡の調査

【仏像拝観】清水寺の木造十一面観音立像について

忘れまい輪鈴の歌

【解説】新指定文化財六件

【小特集】文化財報道と文化財保護・・・文化財報道とマスコミほか

【本棚／書籍】「隠岐の生物」について

【遺跡とその周辺・住居跡】住居跡を発掘する

【ある高校の発掘参加記】松江・西川津遺跡・・・大阪府立門真高等学校

各地のニュース

【フォト】藤間家住宅、間内越一号墓

市町村における埋蔵文化財と開発との調整

シンポジウム「人間と鉄」に参加して

【文化財講座から】津和野堀家の農業改良の一駒・明治維新と津和野国学

間内越遺跡の調査について

重要文化財清水寺本堂の解体修理始まる

【新資料館紹介】奥出雲佐白記念館について

現代と切り結ぶ資料館をめざして

【解説】新指定文化財一件

【フォト】重要伝建大森銀山地区

大森銀山、重要伝建地区に選定される

まちなみ保存の歩み

大森銀山地区における町並みの形成ノート

大田市大森銀山伝統的建造物群保存地区保存計画

荒神谷銅剣修理検討会が開催される

【風土記の丘１５周年】開所十五周年を迎えてほか

奥山Ｂ－Ⅱ号横穴出土大穴について

【フォト】法雲寺木造地蔵菩薩坐像、夫敷遺跡水田址

島根半島に出雲国風土記をたずねて

【仏像拝観】大東町法雲寺の木造地蔵菩薩坐像について

【県文連だより】島根県文化財所有者連絡協議会の設立と活動について

【市町村だより】横田の古代展のこと、文化財めぐりを実施して

夫敷遺跡の発掘調査について

石台遺跡の試掘調査

タテチョウ遺跡発掘調査略報

四王寺跡の調査

大角山遺跡の発掘調査

【フォト】白坏遺跡

【特集】大田市白坏遺跡と文学資料

白坏遺跡の調査と成果、白坏出土文字資料の若干について

体験学習・白坏遺跡の発掘に参加して－静間小学校

【報告】野城ダム民俗調査を終えて

【埋蔵文化財調査既報】松江市・本龍寺境内採集の陶磁器について

【ニュース】七月豪雨災害－文化財の被害ほか

【新指定文化財紹介】神原神社の獅子舞・出雲国山代郷正倉跡

【文化財関係図書刊行のお知らせ】

季刊文化財（２０１８・８・６在庫）

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

61 昭和63年3月31日

３昭和59年10月25日

価格：近年刊行：７００円（会員６３０円）、過去刊行：５００円、又は３００円

52

60 昭和63年3月31日 １

６昭和63年3月31日62

７

263 1989年1月31日



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

巻頭言－文化に思う

【フォト】

【特集】昭和六十三年度発掘調査から

布田遺跡の発掘調査

石台遺跡の発掘調査について

「石見焼」窯跡の一例

団原古墳の発掘調査について

芝原遺跡出土の墨書土器

北講武氏元遺跡の発掘調査

【人事異動】

【体験学習レポート】ムッこれはいける－ドングリ食の試食会

【資料紹介】瑞穂町崇聖寺遺跡出土の和鏡について

石見国分寺跡出土銅造誕生釈迦仏立像について

【図書案内】

【フォト】

第１回文化財座談会

【論考】島根の歴史民俗資料館

【埋蔵文化財調査既報】タテチョウ遺跡、タテチョウ遺跡出土の人形代・巡礼札について

【ニュース】建立年代を示す墨書資料発見、重富遺跡から土壙墓群発見

【報告】第六回横田たたら勉強会に参加して

【市町村だより】頓原町民俗資料館解説書完結する

【グラビア】荒神谷遺跡・清水寺・ヤマネ・諸手船神事

文化財にかかわる活用計画について

【ニュース】特別天然記念物オオサンショウウオ大量死

中四国ブロック民俗芸能大会出場「日吉神社の庭の舞」同行記

【トピック】荒神谷遺跡の発掘再現なる！、古代石見国の塩

【報告】古代海兵集落研究序説

【文化財紹介】島根のトンド行事について

訃報、【文化財関係図書刊行のお知らせ】

【フォト】

【提言】景観に”こだわり”必要

【寄稿】来次郷名の物語るもの

【市町村だより】第三の銅鐸を求めて
【シリーズ】出雲国分寺あれこれ（Ⅰ）、枦の実

【人事異動】

【解説】新指定文化財三件

【フォト】

【特集】平成元年度発掘調査から

勝負遺跡の発掘調査について

瑞穂町堀田上遺跡の調査

松江北東部遺跡発掘調査について

重富遺跡発見の住居跡群

【文化財講座から】「縄文・弥生人と私たち」

【グラビア】億岐家住宅　　筒描藍染

【報告】アメリカにおける文化財保存について－ニューヨーク・ワシントンＤＣ・ボストンの日本美術

特別天然記念物－オオサンショウウオについて

【論文】島根県における市町村行政文書の保存の現状と課題

【シリーズ】島根の植物・高瀬舟

【新指定文化財紹介】億岐家住宅　　筒描藍染

【ニュース】匹見町より青銅器発見・西郷町で文化財教室

【特集】歴史的町並みと景観保全　　　ふるさとの風景の創造

〈斐川町〉出雲地方の造形美「築地松」－斐川の散居集落

〈大社町〉大社の町並み調査・〈大田市〉大森町の町並み保存について－居住空間との融合

〈吉田村〉「菅谷たたら」に還る・〈松江市〉松江・近代建築と町並み景観

【民俗芸能大会参加記】県指定無形民俗文化財・平田市多久神社「ささら舞」

【シリーズ】日原民具誌　紙すき　・　考古学ノート　タコでタイを釣る

【事務局だより】[ニュース]大庭良美さん文部大臣表彰
文化財保護４０年　平成２年度指定文化財関係補助事業一覧

３００円 64 1989年2月28日

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

70 1991年2月28日 ２

71

1990年3月31日

５

４

67 1990年3月26日

68

1991年3月30日 ２

８

65

66 1989年12月28日

1989年3月28日

4

３



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

百姓の家

オオミズナギドリ繁殖地

【シリーズ】考古学ノート・島根県の国指定天然記念物（一）

ふるさと文化財マップ六日市町・文化財の取り扱い（四）

【事務局だより】”レプリカ”はこうしてつくられた－斐川町荒神谷遺跡出土遺物

「佐々木家住宅」と「焼火神社本殿・通殿・拝殿」重要文化財に指定される

「大田市両八幡宮の祭礼風流」「安来市塩津一号墳」県指定文化財課に指定される

埋蔵文化財調査センター完成する
第一回古代文化講座開催される

新刊案内・人事異動

【巻頭言】博物館に人と予算を

しまね歴民協に期待する

資料の保存と活用を考える－しまね歴民協春の研修会講演会記録ほか

【シリーズ】ふるさと文化財マップ　佐田町

島根県内の国指定天然記念物

「出雲産旧石器」をめぐる諸問題

太鼓で語る郷土　・諸職調査終わる　・平成４年度埋蔵文化財アラカルト

海士町清水寺木造聖観音菩薩像　修理完成によせて

文化財移動教室五年間の歩み

【ニュース】古墳の丘古曽志公園第二回古代フェスタの開催

「匠の技の伝承」－古建築の保存について

「ハンザケ村」のオオサンショウウオ

慶尚北道特別文化展をふりかえって

県内中近世城館跡分布調査の課題

尾原ダム民俗調査について

由来八幡宮の頭屋祭行事について

九州の装飾古墳を訪ねて

古墳の丘古曽志公園第四回古代フェスタの開催

学校に「島根の古代」がやってきた～文化財愛護教室とは・充実した愛護教室を目指して

【地域の遺跡を教材化して】弥生時代の始まりと大社（大社町立大社中学校）

「益田に殿様がいた」（益田市立鎌手小学校）君も発掘にチャレンジ（安来市立能義小学校）

鵜の鼻古墳群を探る（益田市立安田小学校）銀の町、大森（大田市立大森小学校）

身近な文化財と発掘調査（浜田市立周布小学校）古代人の国際交流(浜田市立長浜小学校）

【専門職員の知識・技能を活かして】遺跡が語る古代のようす(伯太町立母里小学校）

【古代生活の追体験を授業におりこんで】勾玉を作った人々(松江市立乃木小学校）

古代の技術を発掘する(出雲市立第一中学校）・縄文、弥生時代の食生活（掛合町立掛合中学校）
【発掘調査で得た遺物・写真を利用して】大昔の味はいかがですか(松江市朝日小学校）

郷土の文化財を知ろう（大田市五十猛小学校）・古墳の宝庫・安来（安来市立飯梨小学校）

身近な文化財と昔の生活用具（出雲市立河南中学校）

【反省と今後の課題】

【文化財愛護教室実施校一覧表】

【巻頭言】

【特集一　文化財講座記録集】伝世品の意義－文化財をいかに守り伝えてきたか

【特集二　国際交流員と文化財】文化的行事伝承熱心　

鉄の歴史村－吉田村を訪ねて　文化財への感想　韓国の農楽遊び

村全体が文化財

【シリーズ】ふるさと文化財マップ　隠岐島後

【ニュース】センター通信

【事務局便り】津和野弥栄神社の鷺舞　重要無形民俗文化財に指定される

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

４６1995年3月30日79

1995年3月30日 ９１80

４５

８６

６７

76 1993年3月28日

77 1993年3月30日

78 1995年3月30日

２９81 1995年9月30日

１75 1992年8月31日



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集】「ハンザケ村」のオオサンショウウオと共生をめざして

重要文化財美保神社本殿の保存修理工事

平成九年度開催　古代出雲文化展～神々の国悠久の遺産～

文化財愛護全国集会に参加して

島根の現代刀について

推定山陰道跡の調査～松江市乃木福富町

【シリーズ】ふるさと文化財マップ　益田市

【事務局便り】新指定文化財情報　渡邊森太先生の御退任にあたって

【特集】島根の歴史と文化財

古代末期政治史における出雲－院政期国家と地域、平氏と出雲

古代の島根－「延喜式」にみる出雲・石見・隠岐

神話からみた古代出雲

柳神楽の今昔

週刊誌報道からみる現代日本人の宗教観

【寄稿】六十六部の回国塔と墓

【事務局便り】

阪神・淡路大震災に伴う埋蔵文化財　　調査の支援職員となって

山陰の中世墓

明治年間の西浜、久村道路事情

【シリーズ】ふるさと文化財マップ

【事務局便り】
「文化財愛護教室」から「心に残る文化財子供塾」へ

島根県文化財愛護協会の普及啓発事業について

衝撃の発見、加茂岩倉遺跡

漆の加飾～蒔絵・螺鈿・漆絵

絵画の意味の生まれるところ－モネの作品をめぐって

史跡富田城跡の整備事業について

出雲の国産物帳

【シリーズ】ふるさと文化財マップ

【事務局便り】加茂岩倉遺跡の発見

「出雲国庁跡」をめぐって

邑智郡大元神楽伝承活動に寄せて

【シリーズ】ふるさと文化財マップ
【事務局便り】平成八年度　島根県指定文化財の指定について

特集　島根の歴史と文化財２

韓国東海岸の村と村祭り

「懐橘談」と「出雲国風土記」

【寄稿】松平直政公銅像再建について　「雲陽国益鑑」について

赤来町福田採集の和鏡について　前島己基さんの早逝を惜しんで

前島氏を語る

【事務局便り】平成九年度発掘調査発見予報

山代二子塚古墳「ガイダンス山代の郷」公開開始について

【文化財講座】「加茂岩倉から」

【寄稿】自検断から盗人石まで

梨の木献上江戸送りの記（享保一二年）

【事務局だより】ボリビアの日本人～海外旧銀鉱山調査の概要

【研究】古代の勝部氏－出雲と全国分布

【寄稿】古文書やいい伝えにあらわれた石銀（石見銀山）の鉱山都市

加耶の銅鐸と出雲荒神谷銅鐸の比較

石狐と丁字模様について　古代出雲文化展を観て

【シリーズ】ふるさと文化財マップ

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

平成8年12月25日

1998年3月31日

85

1995年12月30日

83 1996年3月31日

６３

６

88 1997年12月25日

89

50

３３

86 1997年3月31日

87 1997年6月30日

２４

９８

21

82

84 1996年9月30日 ６２



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【遺稿】神社の名称が示す古代の乳と衣の文化

【寄稿】山中鹿介三題　月山富田城日向丸踏査記

石見の古い壷　江戸初期のものか

（続）宍道湖をめぐる二つの水難供養塔

【指定文化財】平成十一年度　島根県指定文化財の指定について

【文化財ニュース】「アジア民俗芸能フェスタＩＮ尾道」開催される！

【文化財講座】民家から社寺建築まで－島根県の建造物の見どころ

【寄稿】文化財保護法５０年記念

五十年前の記憶　文化財保護行政担当者の悩み

遺跡分布調査のことなど　文化課勤務経験から　文化財担当の二十五年

【特集】石見銀山遺跡総合調査

海外調査報告～インド・インドネシア　佐渡金銀山の調査記

絵地図の中の石見銀山　古文書が語る石見銀山

石見銀山遺跡シンポジウムを開催

【寄稿】出雲の鋳物師　

【報告】玉若酢命神社修理報告

【文化財ニュース】資料寄贈の前島恵子氏・故三成健氏に感謝状贈呈
【事業概要】文化財課の平成十三年度事業　平成十三年度島根県文化財愛護協会の実施事業

【特集】「季刊文化財」１００号の発刊を迎えて　石塚尊俊氏に聞く

【寄稿】「刷り込み」となった古代出雲総合調査

【文化財講座】現代に生かす日本人の美意識

【報告】ヨーロッパ公演記　第一回　神在月シンポジウム報告

古志本郷遺跡出土の三稜鏃について　石見銀山遺跡の発掘と出土陶磁器

【報告】歴史民俗博物館および古代文化研究センター

建設設計競技の最優秀作品決定

【文化財講座】寧夏回族自治区の文化とシルクロード

固原の発掘調査報告１９９５～２００１　史道洛と田弘の墓誌

【特集】平成１３年度発掘調査速報（島根県埋蔵文化財調査センター）

史跡出雲国府跡　来美廃寺（山代郷北新造院跡）　垣ノ内遺跡　板屋Ⅲ遺跡

【訃報】小葉田敦氏、恩田清氏、山本清先生

【文化財講座】「固原出土のガラスと日本古代のガラス」

【報告】「伯太町青垣神社横遺跡の発掘調査」

【投稿】「石見の釜（江戸初期のもの）」『紀年銘入り「兵隊盃」について』

【事務局だより】平成１３年度　島根県指定文化財課の指定について

渡部勝彦さんを「玉鋼製造（たたら吹き）」選定保存技術者に追加認定

旧米絵江旅館　北棟・南棟が登録文化財に！　　指定文化財件数一覧

文化財課・愛護協会の平成１４年度事業

八雲立つ風土記の丘開設３０年を迎えて

平成１４年度文化財関係補助事業

【研究・報告】冨田川河床遺跡（鷺ノ湯地区）の温泉遺構について

矢滝城跡の桝形虎口について　大田市羅漢寺の中央脇窟の石造物

【本棚／書評】報告書「加茂岩倉遺跡」刊行される－銅鐸・遺跡研究の成果と展望

【文化財ニュース】国指定天然記念物のヤマネ保護

【事務局だより】第４９回文化財防火デー実施
島根県文化財保護審議会　県指定文化財の指定について答申

指定文化財件数一覧

【島根の天然記念物】「特別天然記念物オオサンショウウオ」「島根の天然記念物～指定推移」

指定文化財件数一覧・オオサンショウウオ情報

【調査報告】尼子氏関係史料悉皆調査事業について

【本棚／書評】「保存版　島根の神楽」刊行に寄せて
愛護協会発行　神楽に関する出版物案内

【解説】櫻井家住宅が重要文化財に指定・県指定文化財２件

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

３００円

104 2003年3月28日 ４８

105

2001年3月31日

99 2002年2月25日

100 2002年3月15日

2003年10月24日 ７０

50

７５

３０

101 2002年3月29日

102 ５２2002年11月29日

７９

７８

97 2001年3月15日

98



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【島根の天然記念物】「大田市の天然記念物」三瓶小豆原埋没林が国指定天然記念物に

国指定天然記念物一覧表・県指定文化財二件～新たに天然記念物二件が指定に

県指定天然記念物一覧表・指定文化財件数一覧

「島根の天然記念物～種別」「季刊文化財」天然記念物関係文献目録

【寄稿】「石州刀工銘一覧集について」

【資料紹介】「名工荒川亀斎の彫刻」

【解説】角家住宅・絲原家住宅が国登録文化財に

【研究・報告】「江津市本町のまちづくりについて」

「発掘後の出土遺物－出土木製品の取り扱いと保存処理事例報告」

「隠岐造り民家」とは　「島根県立博物館玄関工事に伴うい発掘調査」

「第５３回全国民俗芸能大会に参加して」

【本棚／書評】大社町２１世紀文庫「大社建築事始」の発刊に寄せて

[本箱]第１回建築・町並み
【解説】「隠岐西ノ島シャーラブネ」が記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択

市町村指定文化財の新指定について
平成１５年度文化財補助事業・第５０回文化財防火デー実施

【ニュース】第４５回中国四国民俗芸能フェスタにシッカク踊出演

島根県文化財保護審議会　県指定文化財の指定について答申
三瓶小豆原埋没林が国指定天然記念物に指定

【特集】新指定・選定・登録の文化財

出雲大社、旧大社駅本屋が国指定、温泉津が重伝建に

益田氏城館跡が国指定史跡に

市町村指定も相次ぐ～美郷町・羽須美村・宍道町・大田市・玉湯町・松江市

現役旅館県内初！美保館本館・旧本館が国登録

【文化財ニュース】国指定無形文化財「組踊」松江で公演

第４０回郷土の民俗芸能大会に槻の屋神楽出演

【寄稿】「出雲国風土記」が残したもの－大原・仁多郡の条から

大田市三瓶茶臼山城踏査記

【本箱】第二回「オオサンショウウオ」

【事務局だより】平成十五年度島根県文化財愛護協会事業報告

【特集】文化財建造物の登録「島根の登録有形文化財」「島根の登録有形文化財ガイド」

【文化財紹介】黒柏鶏保存参友会「天然記念物黒柏鶏について」付　天然記念物の日本鶏一覧表

【研究・報告】「絵地図のなかの温泉津二題」「『隠岐造り民家』とは－下」

【解説】国指定史跡の追加指定　石見銀山遺跡

県指定文化財・堀部第１遺跡、双川峡、後山都茂屋のヤブツバキ

市町村指定文化財・加茂町、木次町、美都町、匹見町、瑞穂町

国登録有形文化財・安来市伯太町の町屋三箇所
【訃報】白石昭臣氏

【特集】島根の名勝、島根の自然的名勝ガイド

【まちなみ紹介】平田の街は木綿・船川とともに～木綿街道

【研究】安来市越峠遺跡出土鋳造鉄斧片をめぐる諸問題－山陰の鋳造鉄斧

Ｘ線透過写真の活用－越峠遺跡出土鉄製遺物の保存処理報告

【報告】第４５回中国・四国ブロック民俗芸能大会に参加して　益田糸操り人形保持者会

【解説】重要無形民俗文化財に「五十猛のグロ」「大土地神楽」が指定

市町村文化財の新指定・台風被害状況

平成十六年度文化財関係補助事業・第５１回文化財防火デー実施

【文化財ニュース】文化財特別講座「文化講演と映画の集い」開催される

島根県・鳥取県連携事業「新発見！とっとり・しまね発掘速報展」開催される

【事務局だより】島根県文化財保護審議会答申

指定文化財の指定と無形文化財の保持者の追加認定

国指定・登録の告示

５００円

５００円

５００円

５００円

５００円

108

2005年2月28日 １８

2004年10月1日 ８

109

110 2005年3月31日 ４７

106

107 2004年3月31日 ６１

2004年1月30日 ７９



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集】新（追加）指定・登録文化財の紹介・登録有形民俗文化財制度とは

国指定：（名勝）旧堀氏庭園（史跡）田儀櫻井家たたら製鉄遺跡、松江藩主松平家墓所、石見銀山遺跡

県指定：黒韋威鎧残欠、壇鏡神社八朔祭の牛突き習俗、広瀬絣

国登録：登録有形文化財（建造物）阿須那公民館阿須那分館、登録有形民俗文化財　雲州そろばんの製作用具

指定文化財一覧表

【シリーズ】歴博だより

埋蔵文化財調査センターだより：島根県奥出雲町原田遺跡の旧石器時代調査

世界遺産への歩み、我がまちの文化財・合併後の指定文化財～松江市の場合

【寄稿】銀山研究レポート：御取納丁銀について・堀尾氏関係史料について

【文化財ニュース】鰐淵寺文化財盗難事件について、愛護協会の文化講演会開催される

【事務局だより】原稿募集、刊行物案内、入会案内

【特集】「出雲の狛犬－その魅力にせまる」基調講演「参道の狛犬を楽しむ」

報告１「出雲の狛犬－その魅力にせまる」報告２「狛犬（唐獅子）と出雲文化」

【シリーズ】歴博だより・世界遺産への歩み

我がまちの文化財２合併後の指定文化財～津和野町の場合

【寄稿】島根にもあった幻の大鋸　邑南町教育委員会・かなめ石のかなめについて

加茂岩倉遺跡発見十周年に寄せて・窯資料からみた塩谷焼の検討
【文化財ニュース】八雲立つ風土記の丘資料館の改修について

【事務局だより】原稿募集、刊行物案内、入会案内

【特集】「古代出雲歴史博物館開館記念」

古代出雲へのいざない・古代出雲歴史博物館にようこそ・博物館ができるまでの道のり

施設の紹介その一・施設の紹介その二

テーマ別展示①「出雲大社と神々の国のまつり」ズバリ見どころ

テーマ別展示②「出雲国風土記の世界」ズバリ見どころ

テーマ別展示③「青銅器と金色の大刀」ズバリ見どころ

総合展示「島根の人々の生活と交流」ズバリ見どころ・神話展示「神話回廊」ズバリ見どころ

みなさまをお迎えする博物館スタッフ・企画展示等スケジュール

開館記念特別展「神々の至宝」・利用案内

【シリーズ】埋蔵文化財調査センターだより・世界遺産への歩み・我がまちの文化財３

【文化財ニュース】中国・四国民俗芸能大会開催される

島根県・鳥取県連携事業「新発見！とっとり・しまね発掘速報展」開催される

固有登録有形文化財・平成１８年度文化財愛護活動顕彰団体が決定しました

平成１７年度文化財関係補助事業

【特集】「石見銀山遺跡の世界遺産登録決定」「八雲立つ風土記の丘展示学習館」リニューアルオープン

【研究ノート】文禄石州丁銀について

【文化財ニュース】平成１９年度文化財関係補助事業・銃砲刀剣類の登録に係る手続きについて

【事務局だより】平成１８年度島根県文化財愛護協会決算報告

愛護協会役員名簿・事務局体制・協会規約

刊行物案内・入会案内

【特集】「開館半年あまりの古代出雲歴史博物館」　交流・普及活動について

歴博特別展をふりかえって・開館記念特別展「神々の至宝　祈りのこころと美のかたち」を振りかえって

「輝きふたたび　石見銀山展」準備の舞台裏から

調査研究事業から・テーマ研究「四隅突出型墳丘墓と弥生墓制の研究」の概要と古代出雲歴史博物館の企画展示

企画展示等のご案内・ボランティア活動

【ご案内】歴博ミュージアムショップ一畑から

【研究ノート】御公用丁銀について

刊行物案内・入会案内

【発掘調査速報】苅捨古墳から銅鏡出土・浅柄北古墳の横穴墓調査

スクモ塚古墳と同時期の集落跡検出・鉄穴流し「本場」施設の残存遺構

【文化財活用事業】「心に残る文化財子ども塾事業」「いにしえ倶楽部」

第１７回「古代フェスタ」「新発見！とっとり・しまね発掘速報展」

【文化財ニュース】平成１９年度文化財愛護活動顕彰団体の決定

【研究ノート】「西洋古地図の中の石見銀山」「大田市矢筈城跡採集の陶磁器」

【事務局だより】入会案内・刊行物案内

５００円

５００円

５００円

５００円

５００円

５００円 2006年3月31日 ６

112 2006年10月31日 ２３

116 2008年3月26日 １０３

111

114 2007年12月1日

113

１２２

2007年2月22日 ４０

115 2007年12月27日 １２１



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集１】古代出雲歴史博物館の展示

「秘仏への旅～出雲・石見の観音巡礼」「発掘！斐伊川の流れ三万年－尾原ダム地内の遺跡」

「輝く出雲ブランド－古代出雲の玉作り」

【特集２】博物館スタッフの活動紹介

「もうひとつの国宝をめざして－博物館におけるアテンダントの役割」

【特集３】古代文化センターの調査研究「中国山地の神楽調査から」

【研究ノート】松平直政寄進の銅燈龍－上野東照宮所在、慶安四年在銘

【文化財ニュース】平成２０年度文化財係補助事業
【事務局だより】平成１９年度島根県文化財愛護協会決算報告・愛護協会役員名簿・協会規約

刊行物案内・入会案内

【特集】世界遺産石見銀山遺跡

１：世界遺産登録後の動き・２：石見銀山遺跡世界遺産登録一周年記念事業の開催

（１）基調講演「世界経済史の中の石見銀山」（２）パネルディスカッション

３：石見銀山世界遺産センター・フルオープン

４：平成２０年度の調査研究事業（１）基礎的調査研究（２）テーマ別調査研究

【研究ノート】石見銀山絵巻上野家本の作者と制作年代

【文化財ニュース】新（追加）指定、新登録文化財の紹介・八雲立つ風土記の丘の整備
刊行物案内・入会案内

【特集】平成２０年度島根県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報・文化財活用事業

【発掘調査速報】銅鐸や卜骨が出土した西川津遺跡・前漢鏡が出土した庵寺古墳群の調査

史跡出雲国府跡の発掘調査・道休畑遺跡、近世山陰道の発掘調査

【文化財活用事業】心に残る文化財子ども塾事業・いにしえ倶楽部

第１８回古代フェスタ・新発見！とっとり・しまね発掘速報展

【研究ノート】「松江月照寺の高真院廟門と町大工」

「島根県所蔵の無刻字石州銀について」
【文化財ニュース】平成２０年度文化財愛護活動顕彰団体の決定

【事務局だより】入会案内・刊行物案内

重要無形文化財「石州半紙」がユネスコ無形文化遺産の代表一覧表に記載決定

【特集】世界遺産石見銀山遺跡

第一回世界遺産フォーラム「世界遺産－まもる・みる・いかす」の開催

石見銀山遺跡の最新調査情報

【寄稿】出雲市立窪田小学校における「我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル事業」の取組紹介

【研究ノート】温泉津薬師堂の近世六十六部廻国史料
【文化財ニュース】平成２０、２１年度県文化財関係事業概要

【事務局だより】協会規約・刊行物案内・入会案内

【特集】平成２１年度島根県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報・文化財活用事業

【発掘調査速報】ここまでわかった弥生集落－益田市堂ノ上遺跡

古墳時代中期の古墳－一ノ谷古墳・基壇を伴う中世墓の発掘調査－米坂古墳群

中世の畑作地の調査－湯里天神遺跡

史跡出雲国府跡出土の漆紙文書について・漆紙文書の視察と保存処理

【文化財活用事業】「心に残る文化財子ども塾」「いにしえ倶楽部」で、はにわ作り体験

今年も開催「新発見！とっとり・しまね発掘速報展」

【速報】東出雲町姫津古墳群の調査
【事務局だより】刊行物案内・入会案内

【特集１】古代出雲歴史博物館－これから始まる企画展・特別展について－

「島根の神楽－芸能と葬儀」「ＢＡＴＡＤＥＮ一畑電車百年ものがたり」

「茶の湯のものづくりと世界のわざ千家十職×みんぱく」「神々のすがた　古代から水木しげるまで」

【特集２】博物館のしごと　ほっとする博物館だより

【特集３】－古代文化センターの調査研究　弥生青銅器研究の方法

山陰におけるたたら製鉄史の比較研究　【研究ノート】鰐淵寺大般若経の違例について

【文化財ニュース】平成２１年　新指定・登録文化財の紹介

【事務局だより】平成２１年度文化財愛護活動顕彰団体の紹介

平成２１年新指定・登録等文化財一覧　平成２０年度島根県文化財愛護協会決算報告

島根県文化財愛護協会役員名簿・島根県文化財愛護協会平成２１年度刊行物一覧
入会案内

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

５００円

122 2010年3月30日

１６０

118

120 2009年12月28日 ８３

2009年3月30日 １５４

117 2008年11月17日

１３３

2009年2月27日 １３５

119

121 2010年3月15日

１６３



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

第３４回世界遺産委員会で石見銀山遺跡の資産範囲の軽微な変更が承認されました

【特集】石見銀山遺跡調査ノート

永久杭についての聞き取り調査・戦国の銀鉱石積み出し港　鞆ケ浦

大田市温泉津町沖泊周辺採集の陶磁器・長州藩勇力隊が寄進した石製用水桶

【資料紹介】大社町の吉兆（幡）について

【文化財ニュース】平成２２年度文化財関係補助事業

【事務局だより】協会規約・入会案内

【特集１】古代出雲歴史博物館－これから始まる企画展・特別展・特集展

企画展「古代出雲の壮大なる交流－神々の国を往来した人と文物」

特別展「観音巡礼－中国路の古寺と仏像」

特集展「発掘！出雲平野の弥生時代－調査研究の最前線」

【特集２】古代文化センターの調査研究

テーマ研究「木製品からみる古代のくらし」

テーマ研究「尼子氏の特質と興亡史にかかる比較研究」について

【文化財ニュース】平成２２年　新指定・登録文化財の紹介

銃砲刀剣類の登録に係る手続きについて
【事務局だより】平成２１年度島根県文化財愛護協会決算報告

島根県文化財愛護協会役員名簿・刊行物案内

【特集】平成２２年度島根県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報・文化財活用事業

【発掘調査速報】井桁伏遺構と漆が付着した甕について・中世の在地有力者の屋敷跡か

弥生時代後期の堀立柱建物跡の調査・新発見！最古の将棋盤

弥生時代の大集落を確認！

【文化財活用事業】「ふるさと島根」の歴史を学ぼう！－心に残る文化財子ども塾

楽しい古代体験で歴史学習－いにしえ倶楽部

世界遺産「石見銀山遺跡」を教材に活用－教員のための文化財活用講座

楽しい古代体験イベント－古代フェスタ
・山陰の最新発掘調査成果を一堂に展示！－新発見！とっとり・しまね発掘速報展

【研究ノート】近世六十六部の集団形成－出雲国遅江村の庄吉・新太郎の例から

【トピックス】「最古の将棋盤」展示会場に女流棋士来館
【事務局だより】刊行物案内

【特集】石見銀山２０１１

三石錬山を確認－平成２３年度間歩調査について

熊谷家住宅の下張り文書調査　（史料紹介）「大森鉱山水害美談」について

平泉丁銀コレクションの特別展示を石見銀山世界遺産センターで開催

「世界遺産石見銀山写真展レポート」

【研究ノート】出雲国における近世六十六部の三所納経－「出雲神社巡拝記」と廻国供養塔から

【追悼文】町田章先生のご逝去を悼む

【文化財ニュース】重要無形民俗文化財「佐陀神能」が
ユネスコ無形文化遺産代表一覧表に記載決定

新指定文化財紹介・重要文化財「八幡宮」、県指定天然記念物「大空の山桜」

平成２３年度文化財関係事業
【事務局だより】協会規約

【特集１】古代文化センターの調査研究・古代出雲歴史博物館企画展

テーマ研究「縄文時代における山陰地域社会の展開」「石見神楽と地域創造」

「戦国大名尼子氏の興亡」「匠の技－弥生木製品から出雲大社まで」

古代出雲歴史博物館　新収蔵品紹介

【特集２】風土記の丘四十周年・埋蔵文化財調査センター二十周年・古代文化センター二十周年

古代出雲歴史博物館五周年・石見銀山世界遺産登録五周年特別企画

島根の古代文化活用への提言から古代文化センター設立へ

埋蔵文化財調査センターの二十年

山代二子塚古墳の史跡整備事業をふりかえって

全国的な話題を呼んだ島根の遺跡

神原神社古墳発掘の思い出「額田部臣」銘文の発見－松江市岡田山１号墳出土の大刀

三宅御土居跡　西川津遺跡

【追悼文】木幡修介氏のご逝去を悼む
【事務局だより】平成２２年度島根県文化財愛護協会決算報告

島根県文化財愛護協会役員名簿・刊行物案内

123 2010年12月28日 １５４
７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

127 2012年2月29日 １７

2011年1月31日

2012年1月31日 ３３

１６５

１４２

125 2011年3月7日

126

124



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集】平成２３年度　島根県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報と活用事業

国司館を区画する溝を発見－史跡　出雲国府跡の発掘調査

大型古墳の周溝検出！－松江市東淵寺古墳の発掘調査

弥生時代の拠点集落の調査！－松江市西川津遺跡の発掘調査成果

弥生時代～古墳時代の集落と古代の製鉄炉検出！－雲南市粟目Ⅰ遺跡・粟目Ⅱ遺跡の発掘調査成果

カマドの煙が立ち昇る古代の村－大田市　市井深田遺跡の調査成果

石見地方最大級の前期古墳群を発掘－大田市　庵寺古墳群

埋蔵文化財調査センターでの活用事業

教室で手軽に古代学習を！－授業で使えるワークシートの作成

【文化財ニュース】県指定文化財（南）八幡宮鉄塔保存修理について

大田市（南）八幡宮鉄塔基壇の調査

【特別企画】風土記の丘四十周年、古代文化センター、埋蔵文化財調査センター二十周年、

古代出雲歴史博物館開館・石見銀山世界遺産登録五周年を語る

４．石見銀山世界遺産登録夜話　５．古代出雲文化展の開催から古代出雲歴史博物館開設へ

６．出雲大社境内遺跡－巨大柱の発見
【文化財ニュース】平成２３年度文化財愛護活動顕彰団体の紹介

【特集１】世界遺産登録五周年を迎えた石見銀山

世界遺産登録五周年記念事業について

世界遺産登録五周年記念「台湾　金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物館展」について

佐渡金銀山の奉納芸能やわらぎを見て－鼻切面と福面を考える

毛利元就坐像と石見銀山長安寺

江戸時代大森町の商家熊谷家で働いていた人々－襖の下張りから見つかった史料について

コラム　世界遺産ブラジリアと巨匠ニーマイヤー

石見銀山世界遺産センターでの体験学習イベント「古文書から知る石見銀山」

【特集２】古事記編纂１３００年記念　　出雲神話の女神たち

【研究ノート】「出雲尼子史料集」に見える尼子再興の協力者「但馬かけや殿」とは
出雲市潮音寺の近世六十六部施宿供養塔－同塔建立の全国的な様相も絡めて

【文化財ニュース】新指定文化財紹介

重要文化財　庭訓往来　二巻・県指定有形文化財　木造摩多羅神坐像

登録有形文化財（建造物）　平成２４年度文化財関係事業

【事務局だより】協会規約

【特集１】古代出雲歴史博物館特別展・企画展　古代文化センターの調査研究

匠の技－弥生木製品から出雲大社まで・平成の大遷宮　出雲大社展・石見神楽－舞を伝える、舞と生きる

縄文時代における山陰地域社会の展開・前方後方墳と東西出雲の成立に関する研究

【特集２】古事記編纂１３００年記念　古事記の神話と出雲大社・八世紀の出雲

中世の神話を読む－謡曲「源太夫」から

【文化財ニュース】新指定文化財紹介　布施の山祭り

【事務局だより】平成２３年度島根県文化財愛護協会決算報告

島根県文化財愛護協会役員名簿・会員通信

【特集】平成２４年度　島根県埋蔵文化財調査センター発掘調査速報と活用事業

大田市久手町の川跡の遺跡－大田市荒槇遺跡と鈴見Ｂ遺跡の発掘調査成果

古墳時代の集落跡か－大田市高原遺跡の発掘調査成果

柳堀遺跡の調査－松江市柳堀遺跡の発掘調査成果

石見地方最大級の前～中期古墳群と高地性集落－大田市庵寺古墳群の発掘調査成果

「朝酌渡」は何処に？－松江市官道下遺跡の発掘調査成果

出雲部の大型古墳の調査－松江市魚見塚古墳・東淵寺古墳

心に残る文化財こども塾・教員のための文化財活用講座

埋蔵文化財調査センターでの活用事業

埋蔵文化財調査センター講演会・いにしえ倶楽部・いにしえ倶楽部連続講座

発掘調査パンフレットの刊行

【特集２】古事記編纂１３００年記念　出雲大社と中世神話

【史料紹介】津和野藩亀井家文書　島原の乱関連史料の紹介

【文化財ニュース】平成２４年度文化財愛護活動顕彰団体の紹介

町田文庫の整備・活用について

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

７００円
[６３０円]

５１2013年3月29日131

2013年2月25日 ２５

129 2013年1月25日 ２０

128 2012年3月30日 ３５

130



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集】平成２５年度　文化財愛護協会　講演記録 「草原シルクロードの牧畜社会と古代国家の誕生」

吉川広家の山陰における城普請の検討

西洋古地図の中の石見銀山（２）-オルテリウス図の「銀鉱山」-

本格的な開発が始まるより前の石見銀山の検討

【文化財ニュース】新指定文化財紹介、第60回文化財防火デーの開催

【事務局だより】平成25年度 文化財愛護活動顕彰表彰及び文化財愛護事業助成対象団体の紹介

平成24年度決算報告、協会役員名簿、平成24年度島根県文化財関連補助事業一覧、協会規約、刊行物案内

【特集】震災からの復興と文化財

金石文からみる鰐淵寺の資料

史料紹介　毛利輝元袖判下文

参宮鉄道の夢破れ　国鉄大社線

【文化財ニュース】新指定文化財紹介、大田市久手町神谷遺跡、ふどきのおか日和2014

追悼文　石塚尊俊先生の思い出

【事務局だより】平成25年度古代文化センター刊行物の紹介、

平成26年度 文化財愛護活動顕彰表彰及び文化財愛護事業助成対象団体の紹介

平成25年度決算報告、協会役員名簿、協会規約、新規刊行物案内

【特集】文化財を保存する-保存方法方と修理作業で明らかとなった事例報告-

　　仲仙寺２号墳出土鉄器について／大堤Ⅰ遺跡1号墳出土の二段腸抉式鉄鏃について

【トピックス】　企画展「入り海の記憶-知られざる出雲の面影-」

　書籍紹介：「解説 出雲国風土記」、「古代出雲ゼミナール-古代文化連続講座記録集-」

　テーマ研究事業：「国家形成期の首長権と地域社会構造」

　　　　　　　　　「石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界-御神本一族を軸に-」

【文化財ニュース】古代歴史文化賞について、「古代歴史文化に関する共同調査研究事業」

【事務局だより】第23回全国重要無形文化財保持団体協議会浜田大会

　　　　　　　　第56回中国・四国ブロック民俗芸能大会、国登録文化財の登録

【特集】文化財愛護協会 講演記録「鰐淵寺の歴史と文化財」淺湫 毅

【研究ノート】寿貞から寿亭へ-表記の推移と叙述の転機-

【トピックス】石見銀山遺跡の石像物調査について-栃畑谷地区字甚光印の調査成果から-

　　　　　　　岩盤に掘り込まれた横穴墓群を発掘-大田市 大西大師山遺跡-

【追悼文】　平野邦雄先生としまねの古代文化-ありし日の先生をしのんで-

【事務局だより】原稿募集

【研究ノート】「倉崎権兵衛」銘の春秋花生一対

　　　　　　　西川津遺跡出土の東海系・非在地系縄文土器

　　　　　　　石見銀山絵巻と佐渡金銀山絵巻-両絵巻の比較を通してみえるもの-

【史料紹介】温泉津に残る長州藩の痕跡

【文化財ニュース】国宝の指定（松江城天守）、国登録有形文化財の登録、

　日本遺産認定推進事業のスタート、第57回 中国・四国ブロック民俗芸能大会

【事務局だより】新規刊行物の紹介・一覧、

平成27年度 文化財愛護活動顕彰表彰及び文化財愛護事業助成対象団体の紹介

平成26年度決算報告、協会役員名簿、平成25年度・26年度 文化財関連補助事業一覧

【特集】県指定「興雲閣」の保存修理-「保存」と「活用」の両立-

【研究ノート】島根県松江市金崎4号墳の測量調査-金崎4号墳は四隅突出型墳丘墓か-

　　　　　　　中世の平田商人杉原氏について

　　　　　　　江津市西部の初期陶器生産について-江津道路発掘調査資料の検討-

【寄稿】懐かしの三江線

【コラム】「古事記」の稻羽の素兎に外用処置された蒲の穂綿

【文化財ニュース】第3回古代歴史文化賞の決定、国史跡の追加指定、

　国登録文化財(建造物)の登録、国・県指定等文化財件数一覧

【特集】五十周年を迎える 島根県文化財愛護協会 

　　発足50年を迎えた文化財愛護協会

　　我が町の文化財保護五十年

　　邑南町「久喜・大林銀山」と銀山保全委員会の活動

【埋蔵文化財調査センター講演録】列島の弥生時代集落研究からみた西川津遺跡

【研究ノート】出雲木瓜判銀について

【コラム】「出雲国風土記」に記載される「根」のこと

【トピックス】特別展 遷宮-受け継ぐこころとかたち・増浦行仁「神の宮-」

【文化財ニュース】第62回文化財防火デー、国史跡指定、国史跡の追加指定、

　　国登録文化財（建造物）の登録、平成27年度　文化財関連補助事業一覧

７００円
[６３０円]

138 2016年4月28日 ５０

７００円
[６３０円]

136 2016年2月29日 ５０

７００円
[６３０円]

137 2016年3月30日 ５０

７００円
[６３０円]

134 2015年2月27日 ５０

７００円
[６３０円]

135 2015年3月31日 ５０

７００円
[６３０円]

132 2014年3月31日 ５１

７００円
[６３０円]

133 2015年1月30日 ５１



販売額
[会員価格]

号数 発行年
在庫
（冊）

収　　録　　内　　容

【特集】平成27年度文化財講座講演録（上） 

　　　　「考古学からみた伊勢神宮と出雲大社」

【研究ノート】西百塚山19号墳－意宇平野に生きた豪族の証－

　　　　　　　栃畑鍔について

　　　　　　　献上された布志名焼－三の丸尚蔵館収蔵品について－

【コラム】「黒田セリ」と「薬草の芹（セリ）」のこと

【文化財ニュース】「出雲國たたら風土記」が日本遺産に認定

　　　　　　　　　県史跡の指定

【事務局だより】平成27年度決算報告、役員名簿、新規刊行物一覧

　　　　　　　　刊行物の申込み方法

【特集】平成27年度文化財講座講演録（下） 

　　　　「考古学からみた伊勢神宮と出雲大社」

【トピックス】島根県内における近代の歴史的建造物の調査が始まりました。

　　　　　　　－島根県近代和風建築総合調査事業－

【研究ノート】本居宣長が描いた古丁銀図－伊勢国南嶋神前浦出土－

　　　　　　　『出雲国風土記』神門郡条記載の「池」と大念寺古墳の時代

【文化財ニュース】第４回古代歴史文化賞の決定

　　　　　　　　　島根県指定有形文化財の指定

　　　　　　　　　島根県指定有形民俗文化財の追加指定

【特集】平成28年度島根県埋蔵文化財調査センター講演会録 

　　　　「縄文時代研究からみた古屋敷遺跡」

【研究ノート】二系統ある「銀山旧記」－「冬ノ日白山」本と「冬ノ日向山」本－

【資料紹介】「浜田市岡見八幡宮所蔵古文書・随身坐像」

【文化財ニュース】世界遺産登録十周年記念「石見銀山展」の開催せまる

　　　　　　　　　県史跡の指定　

　　　　　　　　　県史跡の追加指定

　　　　　　　　　平成28年度文化財講座・文化財愛護活動顕彰表彰式を開催しました

　　　　　　　　　季刊文化財　原稿の募集について

【特集】島根県立古代出雲歴史博物館　十年のあゆみ 

【研究ノート】（１）三重県旧吉津村出土の古丁銀

　　　　　　　（２）伝来400年を迎えた津和野の宝「津和野踊（おどり）」

【文化財ニュース】特別展「石見銀山展－銀が世界を変えた－」を振り返って

　　　　　　　　 「日が沈む聖地出雲」が日本遺産に認定

　　　　　　　　　国登録文化財（建造物）の登録

【事務局だより】新規刊行物一覧・刊行物の申込み方法

　　　　　　　　平成二十八年度決算報告

　　　　　　　　役員名簿

　　　　　　　　文化財愛護協会規約

【研究ノート】アールヌーヴォー期の布志名焼－灘舩木窯・舩木浅太郎の洋食器－ 

【資料紹介】平成27年度購入の中世史料について

【寄稿】国鉄荷物輸送の盛衰

【文化財ニュース】第5回古代歴史文化賞の決定

　　　　　　　　　国指定名勝・天然記念物の指定

　　　　　　　　　文化財講座・文化財愛護活動顕彰表彰式

　　　　　　　　　季刊文化財　原稿の募集について

７００円
[６３０円]

143 2017年3月30日 ５０

７００円
[６３０円]

141 2017年6月28日 ５０

７００円
[６３０円]

142 2018年3月20日 ５０

７００円
[６３０円]

139 2017年3月21日 ５０

７００円
[６３０円]

140 2017年3月31日 ５０


