
宮城県
タイトル 著者・編者 発行元 発行年
陸前唐桑の史料 宇野脩平編著 日本常民文化研究 1955年
志田郡沿革史  宮城県志田郡編 国書刊行会 1982年
上野館跡 : 近世茂庭氏居館跡発掘調査報告書 宮城県教育委員会 1993年
生活の歓　    志津川町誌  志津川町誌編さん室編 志津川町 1989年
自然の輝　　　志津川町誌  志津川町誌編さん室編. -- 志津川町. 志津川町 1989年
玉造郡誌  宮城県教員会[編] 名著出版 1974年
北上川下流域のいしぶみ : 河北町・北上町の「板碑」「近世塔」の
すべて

宮城県桃生郡河北
地区教育委員会

1994年

桃生郡誌  桃生郡教育会編纂 臨川書店 1986年
桃生郡誌  斉藤荘次郎編 名著出版 1973年
築館町史  築館町史編纂委員会編 宮城県 1976年
亘理町史  亘理町史編纂委員会編 宮城県亘理郡亘理 1977年
柴田郡誌  宮城県柴田郡教育会編 名著出版 1972年
田尻町史  田尻町史編さん委員会編 田尻町 1983年
遠田郡誌  宮城県遠田郡教育会編 名著出版 1972年
豊里町史  豊里町史編纂委員会編 宮城県登米郡豊里 1974年
柴田郡誌  宮城県柴田郡教育会編 名著出版 1974年
玉造郡誌  宮城県教員会[編] 名著出版 1974年
石巻の歴史  石巻市史編さん委員会編 石巻市 1988年
牡鹿郡誌  牡鹿郡役所編 名著出版 1975年
牡鹿郡誌  宮城県牡鹿郡編纂 臨川書店 1986年

牡鹿町誌  牡鹿町誌編纂委員会編 牡鹿町
1988年11月～2005
年3月

中田南遺跡 : 第2次調査報告書 仙台市教育委員会 1995年
気仙沼町誌  気仙沼町誌編纂委員会編 臨川書店 1989年

漁村と青年 : 宮城県気仙沼市鹿折四ケ浜部落調査報告
 宮城県気仙沼市教育委員会, 東北大学教育
学部産業教育調査室共編

宮城県気仙沼市教
育委員会事務局

1957年

宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚風越地点の調査  東北歴史資料館編集 東北歴史資料館 1977年3月
里浜貝塚9 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚梨木東地点の調査  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1994年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町里浜貝塚台囲頂部地点の調査  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1991年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究 東北歴史資料館 1987年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究 東北歴史資料館 1985年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑北地点の調査・研  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1988年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究 東北歴史資料館 1984年
里浜貝塚 : 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究 東北歴史資料館 1983年
若柳町柴の脇遺跡・鳴瀬町里浜貝塚等 : 昭和60年度詳細分布調
査に伴う発掘調査報告書

宮城県教育委員会 1986年



屋敷前遺跡 : 古代集落と近世屋敷跡の調査  いわき市教育文化事業団編
いわき市教育委員
会 : 日本道路公団
東北支社いわき工

1999年3月

亘理町三十三間堂遺跡ほか 宮城県教育委員会 1989年
亘理町三十三間堂遺跡ほか 宮城県教育委員会 1988年
亘理町三十三間堂遺跡ほか : 昭和61年度遺跡詳細分布調査報 宮城県教育委員会 1987年
亘理町畑中貝塚 : 黒森沢砂防流路工事関連調査報告書 宮城県教育委員会 1986年
北上川下流域・三陸沿岸の旧石器時代遺跡の分布調査報告書  東北歴史資料館編集 東北歴史資料館 1997年3月
[多賀城市埋蔵文化財調査センター] 多賀城市文化財調査報告書  多賀城市埋蔵文化財調査センター編集 多賀城市教育委員 1980年（昭和５５年）

多賀城市埋蔵文化財調査センター年報  多賀城市埋蔵文化財調査センター [編集]
多賀城市埋蔵文化
財調査センター

1992年

発掘調査からみた古代地方都市の諸要素 : 全国公立埋蔵文化財
センター連絡協議会第23回研修会表要旨集

 多賀城市埋蔵文化財調査センター編
全国公立埋蔵文化
財センター連絡協議

2010年10月

山王遺跡伊勢地区の調査 宮城県教育委員会 2004年3月

多賀城町誌  多賀城町史編纂委員会編
多賀城町史編纂委
員会

1967年

城柵の時代 : 律令制下の東北
多賀城市埋蔵文化
財調査センター

1996年

山王遺跡 : 多賀前地区第1次調査 宮城県教育委員会 1993年
多賀城跡 宮城県教育委員会 1980年
宮都発掘  坪井清足編 吉川弘文館 1987年

多賀城と古代東北
 東北歴史資料館, 宮城県多賀城跡調査研究
所編

東北歴史資料館 1985年

雄勝郡郷土史資料  雄勝郡小学校長会編 名著出版 1975年

波伝谷の民俗 : 宮城県南三陸沿岸の村落における暮らしの諸相
 東北学院大学政岡ゼミナール, 東北歴史博
物館編

東北歴史博物館 2008年3月

陸前唐桑の史料  宇野脩平編著 日本常民文化研究 1955年
奥州街道・大衡一里塚ほか : 仙台北部中核都市奥田地区工業団
地開発事業関係遺跡調査報告書

大衡村教育委員会 2009年3月

旧仙台藩寺坂番所 (旧新田家主屋) 復原修理報告書 : 旧修験宝
珠院 (旧千葉家) 道場復原修理報告書

 佐藤巧・古建築研究会編著 北上市教育委員会 2001年6月

仙台市歴史民俗資料館調査報告書
仙台教育文化事業
団仙台市歴史民俗
資料館

1980年3月

郷土ものと紀行  阿刀田令造著 仙台郷土研究会 1939年7月
安久遺跡 : 第3次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1997年
四郎丸館跡 : 第2次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1997年
上ノ原山遺跡 : 国道286号線(茂庭工区)改良工事関係発掘調査
報告書

仙台市教育委員会 1995年



今泉遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1995年
土手内 : 土手内遺跡・土手内窯跡・土手内横穴B地点発掘調査報
告書

仙台市教育委員会 1992年

東光寺遺跡 : 第1・2次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1988年
下ノ内遺跡 仙台市教育委員会 1990年

大野田遺跡 : 縄文人のハート
仙台市教育委員会
文化財課

1996年

電狸翁夜話 : 仙臺昔話  伊藤清次郎[著] ; 小西利兵衛編 小西利兵衛 1925年

御譜代町の生業 : 職人と商人
仙台教育文化事業
団仙台市歴史民俗
資料館

1986年

御譜代町の生業 : 職人と商人
仙台教育文化事業
団仙台市歴史民俗
資料館

1987年

北原街道B遺跡 : 仙台市宮城地区 仙台市教育委員会 1994年
年報 仙台市教育委員会 1995年
仙台市宮城地区大倉遺跡範囲確認調査報告書 : 大原・下倉地区
土地改良総合整備事業関連遺跡調査

仙台市教育委員会 1994年

昭和北遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1994年
鴻ノ巣遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1991年
富沢・泉崎浦・山口遺跡6 : 富沢遺跡第57・58・63・66・68次調査に
おける旧石器時代の調査富沢遺跡第69次発掘調査報告書

仙台市教育委員会 1993年

安久東遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1993年
神柵遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1992年
谷津A・B遺跡、芦見遺跡 : 錦ケ丘ニュータウン関連遺跡発掘調査 仙台市教育委員会 1988年
赤生津遺跡 : 仙台市赤生津遺跡発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1990年
町田遺跡 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1992年
五本松窯跡 : 都市計画道路「川内・南小泉線」関連遺跡発掘調査
報告書

仙台市教育委員会 1987年

富沢遺跡第49次. 東光寺遺跡第3次. 青葉山A遺跡 仙台市教育委員会 1990年
燕沢遺跡 : 第4・5・6次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1991年
北前遺跡 : 第3次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1989年
北前遺跡 : 第3次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1987年
洞雲寺遺跡 仙台市教育委員会 1993年
大蓮寺窯跡 仙台市教育委員会 1993年
沼遺跡 : 仙台市上谷刈土地区画整理事業関係調査報告書 仙台市教育委員会 1992年
杉土手・北前遺跡 : 杉土手(2次)・北前遺跡(4次)発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1992年

広瀬川流域の民俗 : 企画展図録
仙台市歴史民俗資
料館

1990年



仙台七夕と盆まつり : その由来と伝承  三原良吉著 宝文堂出版 1971年

屋敷前遺跡 : 縄文-江戸時代の調査  いわき市教育文化事業団編
日本道路公団仙台
建設局

1988年

榴岡と宮城野の民俗
仙台市歴史民俗資
料館

1982年

硯沢・大沢窯跡ほか : 仙台-松島道路建設関係遺跡調査報告書 宮城県教育委員会 1987年

河原町と南材木町周辺の民俗
仙台市歴史民俗資
料館

1983年

仙台市坪沼の民俗
仙台市歴史民俗資
料館

1980年

仙台市歴史民俗資料館調査報告書
仙台市歴史民俗資
料館

1980年～1987年

仙台市荒浜の民俗
仙台市歴史民俗資
料館

1981年

大野田古墳群 : 発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1990年3月
生出森八幡神社の祭礼調査報告書 仙台市教育委員会 2009年3月
名取郡誌  宮城県名取教育会編 名著出版 1973年
井町史  稲井町史編纂委員会編纂 稲井町 1960年
農山漁民文化と民俗語  [倉田一郎著] ; 谷川健一編 三一書房 1995年5月
七ケ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書 . 小梁川遺跡遺物包含層
土器編. 原頭遺跡. 養源寺跡. 大熊南遺跡

宮城県教育委員会 1986年

写真集明治大正昭和柴田郡 : 大河原・柴田・村田・川崎  大泉光雄編 国書刊行会 1982年

原田遺跡・下萩沢遺跡 宮城県教育委員会 2009年3月
高森遺跡  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1995年

切込 : 宮城県加美郡宮崎町切込西山磁器工房址  芹澤長介編
 東北大学文学部考
古学研究会

1978年

船岡町勢一覧  宮城県柴田郡船岡町役場統計係編 船岡町役場 1954年
西台畑遺跡第1・2次調査 仙台市教育委員会 2010年3月
長町駅東遺跡  仙台市教育委員会 2007年

山王囲遺跡調査図録  伊東信雄, 須藤隆編著
宮城県一迫町教育
委員会

1985年

原遺跡 : 発掘調査報告書  仙台市教育委員会[編集] 仙台市教育委員会 1998年
神々のすがた : 人々のねがい  [石巻文化センター編]|| 石巻文化センター 1993年
水の文化 : 木によるはたらきかけ  石巻文化センター編 石巻文化センター 1986年11月

青春の遺作 : 高橋英吉人と作品  稲井善次郎[ほか]著||
石巻文化をはぐくむ
港町づくり会

1986年

巫女の世界  谷川健一編 三一書房 1989年
女川・雄勝の民話 : 宮城岩崎としゑの語り  岩崎としゑ[述] ; 松谷みよ子編著 国土社 1987年



奥州一宮鹽竈神社 : しおがまさまの歴史と文化財 : 特別展
 東北歴史博物館, 志波彦神社・鹽竈神社編
集

多賀城 : 東北歴史
博物館
塩竈 : 志波彦神社・
鹽竈神社

2007年8月

雪国の現代刀 : 北海道・東北の刀匠 : 平成十九年丁亥新春特別
展

塩竈 : 鹽竈神社博
物館

2007年

塩竃神社  押木耿介著 学生社 1972年
藩主の出立ち : 東北大名の甲冑と刀剣 : 平成10年戊寅新春特別  鹽竈神社博物館編 鹽竈神社博物館 1998年1月
刀 : さまざまな形 : 刀剣の造り込み : 平成9年丁丑新春特別展 鹽竃神社博物館 1997年1月
上代古代刀展 : 日本刀の源流をさぐる  尾崎保博, 新沼泉, 対馬美江子編  塩竈神社博物館 1996年1月

塩竃神社史料  山下三次著
国弊中社志波彦神
社塩竃神社社務所

1927年

林崎文庫鹽竈神社村井古巖奉納書目録  谷省吾, 吉崎久編
皇學館大學神道研
究所

1994年３月～2000年
３月

伊達治家記録」鹽竃神社関係史料 : 「伊達藩主奉納刀剣展」資料  鹽竃神社博物館編 塩竃神社博物館 1995年
鹽竃神社の御社殿と御遷宮展 : 第十七回鹽竃神社式年遷宮奉祝  鹽竃神社博物館編  塩竃神社博物館 1992年

塩竃神社史
 古川左京, 国幣中社志波彦神社塩竃神社社
務所編纂

国幣中社志波彦神
社塩竃神社社務所

1930年

日本刀の美と世界の刀 : 昭和六十三年新春特別展  塩竃神社博物館編 塩竃神社博物館 1988年
塩竃神社の指定文化財刀剣  塩竃神社博物館編 塩竃神社博物館 1989年
気仙沼写真資料集  熊谷康雄編 熊谷康雄 1981年
多賀城・大宰府と古代の都 : 特別史跡多賀城跡調査50周年記念
特別展

 東北歴史博物館編 東北歴史博物館 2010年9月

ふるきいしぶみ : 多賀城碑と日本古代の碑  東北歴史博物館 [編] 東北歴史博物館 2001年3月

常設展示解説書
多賀城市埋蔵文化
財調査センター

1988年

多賀城と古代東北 : 開館10周年記念展  東北歴史資料館[編] 東北歴史資料館 1984年
多賀城と太宰府 : 東北歴史資料館15周年記念宮城県多賀城跡調
査研究所20周年記念

 東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1989年

大宰府と多賀城  石松好雄, 桑原滋郎著 岩波書店 1985年

「仙台の刀工安倫」展資料集
 盬竃神社博物館, 日本美術刀剣保存協議会
宮城県支部編集

盬竃神社博物館 2010年6月

仙台マタギ鹿狩りの話  毛利総七郎, 只野淳著 慶友社 1977年11月
仙台市文化財パンフレット 仙台市教育委員会 ？
幕末の仙台藩軍艦 : 開成丸 : 近世日本で造られた洋式帆船と
ジャンク : 開館3周年記念特別展

慶長遺欧使節船協
会

1999年10月

仙台藩の金と鉄 : 特別展  東北歴史博物館編 東北歴史博物館 2003年7月
仙台映画大全集  集団MISSA編集 今野平版印刷 1982年9月
佐藤家文書目録  東北歴史資料館編集 東北歴史資料館 1996年3月



仙台・堤のやきもの 東北歴史資料館 1995年9月
仙台城と仙台領の城・要害  小林清治編 名著出版 1982年
田舎の小径  小倉強著 仙台郷土研究会 1964年
仙台藩農業史研究  野村岩夫著 無一文館 1932年
重要文化財「慶長遣欧使節関係資料の一部」の保存処置につい  寺田春弌著 仙台市博物館 1969年
仙台花街繁昌記 : 遊廓資料として  田村昭編著 宝文堂 1974年
文書目録  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1992年
山家文書 東北歴史資料館 1991年

仙台市文化財パンフレット
仙台市教育委員会
文化財課

1996年

よみがえる氷河期の富沢 : 2万年の時を越えて
仙台市教育委員会
文化財課

1993年

戦争と庶民のくらし : 企画展
仙台市歴史民俗資
料館

1994年

瑞巌寺 : 陸奥の禅刹と伊達政宗 仙台市博物館 1992年

仙台箪笥 : 木地呂塗り
仙台市歴史民俗資
料館

1993年

仙台の遺跡 仙台市教育委員会 1992年
仙台市博物館収蔵資料図録 仙台市博物館 ？

地域社会研究  東北大学地域社会研究会 国書刊行会
 1951年5月～1960
年9月

天平の文化 朝日新聞社 1928年
図説宮城県の歴史  渡辺信夫責任編集 ; 今泉隆雄 [ほか] 執筆 河出書房新社 1988年6月
城県室浜貝塚資料 ; 宮城県福浦島貝塚資料 ; 宮城県橋本囲貝
塚資料

国立文化財機構奈
良文化財研究所

2009年3月

養種園遺跡第2次 ; 保春院前遺跡 : 発掘調査報告書  仙台市教育委員会 [編] 仙台市教育委員会 2009年3月
郡山遺跡・陸奥国分寺跡・砂押古墳発掘調査概報 : (仮称)大野田
官衙遺跡など

 仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 2009年3月

蔵王山麓風物誌 : こけし、白石紙、民俗採訪  菅野新一著 万葉堂書店 1974年5月
宮城の餅食文化 : 博学連携事業報告書  岩舘岳 [ほか] 編 東北歴史博物館 2009年2月
文化財年報  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 2000年
東北地方の信仰伝承 : 宮城県の年中行事  東北歴史博物館編集 東北歴史博物館 2005年3月
写真資料(一) : 明治四十一年『宮城県写真帖』について・昭和十
二年『仙台風景集』について ; 戦争と庶民のくらし(三)

 仙台市歴史民俗資料館 仙台市教育委員会 2005年3月

五本松窯跡ほか発掘調査報告書  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 2000年3月
沼向遺跡  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 2000年3月
後河原遺跡 : 第3次・4次発掘調査報告書 仙台市教育委員会 1999年3月
陸前の伝説  三崎一夫編著 第一法規出版 1976年1月
宮城  竹内利美著 第一法規 1974年7月



宮城県統計書  農林水産省経済局統計情報部編 農林統計協会 1991年
今野家住宅復元工事報告書 : 宮城県指定有形文化財  東北歴史博物館編  東北歴史博物館 2000年3月
松島ずまい : 宮城県・桂島 NHKソフトウェア 1996年
夏鯨漁 : 宮城県・金華山 NHKソフトウェア 1995年
南小泉遺跡 仙台市教育委員会 1985年
宮城の古絵図  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1994年3月
郡山遺跡 仙台市教育委員会 1980年
野川遺跡 : 仙台市宮城地区  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 1996年3月
郷土資料事典宮城県　観光と旅  人文社観光と旅編集部編 人文社 1983年
明治・大正・昭和の郷土史 昌平社 1982年
宮城県の薬草 : 薬効・用い方  高橋和吉[ほか]編著 宝文堂出版販売 1982年
東北自動車道遺跡調査報告書 宮城県教育委員会 1982年～1984年
海外移住に牽かれた人々 宮城県海外協会 1969年
わが郷土宮城県  小川寧治著 清水書院 1949年
宮城県の人口 日本統計協会 1982年
宮城の伝説  佐々木徳夫[ほか]著 角川書店 1979年

宮城県の古建築  小倉強著
宮城県文化財保護
協会

1968年

宮城の古民家 : 宮城県民家緊急調査報告書 宮城県教育委員会 1974年
宮城の味  トラベル・メイツ編 角川書店 1978年
夢買い長者 : 宮城の昔話  佐々木徳夫編 桜楓社 1972年

小牛田町史  小牛田町史編纂委員会編
宮城県遠田郡小牛
田町

1973年

宮城の民話  山田野理夫編 未来社 1976年
宮城県人物誌  今泉寅四郎, 矢野顕蔵著 歴史図書社 1978年
隣組と戦争 : 踏みにじられた民衆の心  創価学会青年部反戦出版委員会編 第三文明社 1978年
永浦誠喜翁の昔話 : 宮城  佐々木徳夫編 日本放送出版協会 1975年5月
生死の炎をこえて : 出征兵士の手記  創価学会青年部反戦出版委員会編 第三文明社 1975年
高屋敷遺跡ほか : 調査報告書  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 1997年
宮城県の桶職  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1995年
大畑遺跡ほか 宮城県教育委員会 1995年
下草古城跡ほか 宮城県教育委員会 1996年
陸前の昔話  佐々木徳夫編著 三弥井書店 1979年
みちのくと陸中海岸 : 岩手・宮城・福島 国際情報社 1970年11月
六反田遺跡  仙台市教育委員会編 仙台市教育委員会 1995年
南奥羽の水祝儀 : 宮城県福島県 文化庁文化財保護 1996年
伊古田遺跡 仙台市教育委員会 1995年
高田B遺跡 : 第2次・3次調査 宮城県道路公社 1994年
藤田新田遺跡 宮城県教育委員会 1994年



北原遺跡 宮城県教育委員会 1993年
館南囲遺跡ほか 宮城県教育委員会 1991年
奥山家文書 東北歴史資料館 1991年
ふるさとの人と知恵宮城  渡辺信夫監修 農山漁村文化協会 1994年5月

仙台市歴史民俗資料館収蔵資料目録  仙台市歴史民俗資料館 [編]
仙台市歴史民俗資
料館

1984年

富沢遺跡・泉崎浦遺跡 : 仙台市高速鉄道関係調査報告書  仙台市教育委員会[編] 仙台市教育委員会 1989年
第3次基本集計結果都道府県・市区町村編宮城県 日本統計協会 1993年
狐塚遺跡ほか 宮城県教育委員会 1993年
下南山遺跡 宮城県教育委員会 1993年
宮城県の瓦職  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1993年
宮城県酒造史  早坂芳雄編纂 宮城県酒造組合 1962年
馬場壇B遺跡・大原B遺跡  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1990年
地域農業の構造と再編方向 : 近畿滋賀と東北宮城の比較分析  田畑保, 宇野忠義編 農業総合研究所 1990年
宮城県の諸職 : 諸職関係民俗文化財調査報告書  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1990年
馬場壇A遺跡 : 前期旧石器時代の研究  東北歴史資料館, 石器文化談話会編 東北歴史資料館 1989年
宮城県宮城町芋沢実態調査報告書 : 調査テーマ家族と村落の構
造とその変容

札幌大学社会学演
習

1973年

宮城文芸  朝下忠編
宮城学院女子大学
文芸部

1956年

宮城文芸
宮城学院女子大学
短期大学文芸部

1964年

宮城県方言資料文献目録  菊沢季生[著] 宮城学院大学 1961年
松嶋の昔ばなし  みちのく郷土研究会企画 宝文堂 1987年
宮城県の貝塚  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1989年
都市機能の複合化と防災性に関する研究 : 宮城県沖地震を事例
として

総合研究開発機構 1982年

宮城県産業組合一班 不二出版 1988年
最近に於ける宮城県産業組合の状態 不二出版 1988年
大梁川遺跡. 小梁川遺跡(石器編). : 七ケ宿ダム関連遺跡発掘調
査報告書4

宮城県教育委員会 1988年

富沢遺跡 : 泉崎前地区 宮城県教育委員会 1988年
西前・町田遺跡 : 国道286号線(茂庭工区)道路改良工事関係報告 宮城県教育委員会 1988年
東北振興計画集覧 : 編集復刻版 不二出版 1985年
宮城県北部の庚申信仰  鈴木正夫著 宝文堂出版 1988年
宮城県風土記 旺文社 1987年
型紙 : 宮城県米山町新田家に伝わる  東北歴史資料館編 東北歴史資料館 1988年
宮城町西館跡、利府町郷楽・天神台遺跡 : 愛子・仙塩バイパス関
連遺跡発堀調査報告書

宮城県教育委員会 1987年



中ノ内A遺跡・本屋敷遺跡他 : 東北横断自動車道遺跡調査報告 宮城県教育委員会 1987年
東北横断自動車道遺跡調査報告書 宮城県教育委員会 1986年
宮城町観音堂遺跡. 新宮前遺跡 : 愛子バイパス関係 宮城県教育委員会 1986年
今熊野遺跡 宮城県教育委員会 1986年
塩釜市新浜遺跡 : 塩釜漁港第7次整備計画及び港湾整備特別会
計事業関連発掘調査報告

宮城県教育委員会 1986年

二本松遺跡・河原田遺跡 : 国営みちのく杜の湖畔公園関係遺跡
発掘調査

宮城県教育委員会 1985年

石兜遺跡 : 東北地建バイパス関係遺跡調査報告書 宮城県教育委員会 1985年
柳津館山館跡 : 東地地建バイパス関係遺跡調査報告書 宮城県教育委員会 1984年
鹿島遺跡・竹之内遺跡 : 七北田川流域自然堤防上の平安後期の
土器群

宮城県教育委員会 1984年

宮城県県営圃場整備等関連遺跡詳細分布調査報告書 : 昭和58 宮城県教育委員会 1984年
田柄貝塚 宮城県教育委員会 1986年
中峰遺跡発掘調査報告書 宮城県教育委員会 1985年
七ケ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書 宮城県教育委員会 1985年
古川市宮沢遺跡 : 化女沼ダム建設関係1 宮城県教育委員会 1985年
今熊野遺跡 . 一本杉遺跡 . 馬越石塚 宮城県教育委員会 1985年
香ノ木遺跡・色麻古墳群 : 昭和59年宮城県営圃場整備等関連遺
跡詳細分布調査報告書

宮城県教育委員会 1985年

朽木橋横穴古墳群. 宮前遺跡 宮城県教育委員会 1983年
宮城県営圃場整備等関連遺跡詳細分布調査報告書 宮城県教育委員会 1983年
松島有料道路関連調査報告書 宮城県教育委員会 1982年
宮城の研究  渡辺信夫編 清文堂出版 1987年
宮城県の地名  平凡社地方資料センター編集 平凡社 1987年7月
宮城  工藤雅樹著 保育社 1984年10月
宮城のわらべ歌  鈴木幸四郎著 柳原書店 1986年
陸前伊具昔話集 : 宮城  山本明編 岩崎美術社 1981年4月
陸前昔話集 : 宮城  佐々木徳夫編 岩崎美術社 1978年12月
名取市史  名取市史編纂委員会編纂 宮城県名取市 1977年
宮城県の歴史  高橋富雄著 山川出版社 1981年
宮城県の昭和史 : 近代百年の記録 毎日新聞社 1983年
山村に生きる人びと  菅野新一著 未来社 1984年
東北民謡集 : 宮城県  日本放送協会編 日本放送出版協会 1959年
宮城県文化財報告書 宮城県教育委員会 1966年
志戸平遺跡(第3次)・頭田遺跡 : 鬼付女川河川改良事業に伴う発
掘調査報告書

宮崎県埋蔵文化財センター編
宮崎県埋蔵文化財
センター

2001年

石巻鋳銭場作業工程絵図 . 鋳貨図録 佐野英山[編] 恒和出版 1982年3月
宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚風越地点の調査  東北歴史資料館編集 東北歴史資料館 1997年3月



亘理町畑中貝塚 : 黒森沢砂防流路工事関連調査報告書 宮城県教育委員会 1986年
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