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1 氷川神社裏貝塚
池袋本村Ⅰ―氷川神社裏貝塚遺跡（ライオンズマンション池袋本町地区）の発
掘調査―

豊島区埋蔵文化財調査報告7 1996 1,900

2 池袋東貝塚 ―

3 学習院大学周辺遺跡
学習院Ⅰ―東京都豊島区・学習院大学周辺遺跡(学習院大学自然科学研究棟地
区)の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告4 2012 非売品

千登世橋Ⅰ―東京都豊島区・学習院周辺遺跡（千登世橋中学校地区）の発掘調
査―

豊島区埋蔵文化財調査報告16 2002 1,200

5 染井遺跡 染井Ⅰ―染井遺跡（日本郵船地区）発掘調査の記録― 豊島区埋蔵文化財調査報告1 1990 2,600

染井Ⅱ―染井遺跡（丹羽家地区）発掘調査の記録― 豊島区埋蔵文化財調査報告2 1991 2,300

染井Ⅲ―染井遺跡（加賀美家地区）発掘調査の記録― 豊島区埋蔵文化財調査報告3 1991 1,600

染井Ⅳ―染井遺跡（霊園事務所地区）発掘調査の記録―
染井遺跡（霊園事務所地区）
調査会編集・発行

1991 非売品

染井Ⅴ―東京都豊島区・染井遺跡（三菱養和会地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告12 1999 2,700

染井Ⅵ―東京都豊島区・染井遺跡（三菱重工業染井アパート地区）の発掘調査
―

豊島区埋蔵文化財調査報告14 2001 3,900

染井Ⅶ―東京都豊島区・染井遺跡（プリンスハイツ駒込地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告2 2001 非売品

染井Ⅷ―東京都豊島区・染井遺跡（警視庁巣鴨警察署染井駐在所地区）の発掘
調査―

豊島区遺跡調査会調査報告3 2001 非売品

染井Ⅸ―東京都豊島区・染井遺跡（泰宗寺・藤和駒込染井ホームズ地区）の発
掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告13 2006 非売品

染井Ⅹ―東京都豊島区・染井遺跡 （三菱養和会思斉館地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告15 2012 非売品

染井ⅩI―東京都豊島区・染井遺跡（プラウド駒込地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告16 2006 非売品

染井ⅩⅡ―東京都豊島区・染井遺跡 （野村第二マンション地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告18 2008 非売品

染井ⅩⅢ―東京都豊島区・染井遺跡 （レジデンスジェイティ地区・Brillia駒
込染井地区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告27 2012 非売品

染井ⅩⅣ―東京都豊島区・染井遺跡（東京メトロ南北線駒込駅エレベーター設
置地区）の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告書1 2009 非売品

染井ⅩⅤ―東京都豊島区・染井遺跡（ホテルメッツ駒込地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告書2 2010 非売品

染井ⅩⅥ―東京都豊島区・染井遺跡 （三菱重工巣鴨社宅地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告31 2010 2,600

染井ⅩⅦ―東京都豊島区・染井遺跡 （パークハウス駒込桜郷地区）の発掘調査
―

豊島区遺跡調査会調査報告25 2010 非売品
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染井ⅩⅧ―東京都豊島区・染井遺跡 （ユウティビル分譲住宅地区）の発掘調査
―

としま遺跡調査会調査報告5 2010 非売品

染井ⅩⅨ―東京都豊島区・染井遺跡 （ルソール駒込地区・駒込2－5－4地区）
の発掘調査―

豊島区埋蔵文化財調査報告32 2011 800

染井ⅩⅩ―東京都豊島区・染井遺跡 （天理教地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告29 2011 非売品

染井ⅩⅩⅠ―東京都豊島区・染井遺跡 （ＳＴハイム地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告9 2012 非売品

染井ⅩⅩⅡ―東京都豊島区・染井遺跡 （中央聖書教会・学校地区）の発掘調査
―

豊島区遺跡調査会調査報告28 2011 非売品

染井ⅩⅩⅢ―東京都豊島区・染井遺跡 （旧丹羽家ひろば整備地区）の発掘調査
―

豊島区埋蔵文化財調査報告35 2012 1,100

染井ⅩⅩⅣ―東京都豊島区・染井遺跡 （ソシエ駒込第二地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告36 2012 800

染井ⅩⅩⅤ―東京都豊島区・染井遺跡 （ディアクオーレ駒込染井地区）の発掘
調査―

豊島区遺跡調査会調査報告30 2011 非売品

染井ⅩⅩⅥ―東京都豊島区・染井遺跡 （クロス駒込四丁目地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告10 2012 非売品

染井ⅩⅩⅦ―東京都豊島区・染井遺跡 （パークハウス駒込染井地区）の発掘調
査―

としま遺跡調査会調査報告11 2012 非売品

染井ⅩⅩⅧ―東京都豊島区・染井遺跡 （レーベンリヴァーレシュアレジデンス
駒込地区）の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告12 2013 非売品

染井ⅩⅩⅨ　―東京都豊島区・染井遺跡（フェアロージュ駒込地区）の発掘調
査―

豊島区遺跡調査会調査報告31 2013 非売品

染井ⅩⅩⅩ　―東京都豊島区・染井遺跡（クラシックガーデン地区）の発掘調
査―

としま遺跡調査会調査報告14 2013 非売品

豊島区　染井遺跡―放射第９号線（白山通り）拡幅に伴う発掘調査―
東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第197集

2006 ―

豊島区　染井遺跡２―放射第９号線（Ⅲ期）拡幅事業に伴う調査―
東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第242集

2010 ―

6 巣鴨遺跡 巣鴨Ⅰ―巣鴨遺跡（中野組ビル地区）発掘調査の記録― 豊島区埋蔵文化財調査報告5 1994 3,100

巣鴨Ⅱ―巣鴨遺跡（警視庁巣鴨警察署巣鴨駅前派出所地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告9 1997 1,100

巣鴨Ⅲ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（都営三田線巣鴨駅エレベーター地区）の発
掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告5 2004 非売品

巣鴨Ⅳ―東京都豊島区・巣鴨遺跡 （イリュウ巣鴨地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告14 2012 非売品

巣鴨Ⅴ―東京都豊島区・巣鴨遺跡における近世武家地の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告21 2006 2,400

巣鴨Ⅵ―東京都豊島区・巣鴨遺跡 （竹前商事店舗ビル地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告6 2011 非売品
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巣鴨Ⅶ―東京都豊島区　染井・巣鴨遺跡 （ブランズ巣鴨地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告7 2011 非売品

巣鴨Ⅷ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（メゾンブランシュ地区／ライジングプレイ
ス巣鴨地区）の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告16 2015 非売品

巣鴨町Ⅰ―巣鴨遺跡（区立つつじ苑地区）発掘調査の記録― 豊島区埋蔵文化財調査報告4 1993 2,400

巣鴨町Ⅱ―東京都豊島区における近世町場の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告8 1996 4,000

巣鴨町Ⅲ―東京都豊島区における近世町場の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告11 1999 3,800

巣鴨町Ⅳ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（藤和シティホームズ巣鴨地区）の発掘調
査―

豊島区遺跡調査会調査報告4 2003 非売品

巣鴨町Ⅴ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（都立大塚ろう学校仮設校舎地区・新校舎
建設地区）の発掘調査―第一分冊（遺跡と遺構編）・第二分冊（遺物編）

豊島区遺跡調査会調査報告6 2004 非売品

巣鴨町Ⅵ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（都営三田線巣鴨駅エスカレーター設置地
区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告7 2005 非売品

巣鴨町Ⅶ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（巣鴨三丁目1111―15地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告10 2005 非売品

巣鴨町Ⅷ―東京都豊島区・巣鴨遺跡 （ジェイフラッツ巣鴨地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告20 2010 非売品

巣鴨町Ⅸ―東京都豊島区・巣鴨遺跡における近世町場の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告23 2007 3,100

巣鴨町Ⅹ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（グレースビル地区）の発掘調査 豊島区埋蔵文化財調査報告24 2008 1,400

巣鴨町Ⅺ―東京都豊島区・巣鴨遺跡（ベルハイム巣鴨地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告19 2007 非売品

巣鴨町ⅩⅡ―東京都豊島区・巣鴨遺跡における近世町場の発掘調査―第１分冊 豊島区埋蔵文化財調査報告26 2008 1,600

巣鴨町ⅩⅡ―東京都豊島区・巣鴨遺跡における近世町場の発掘調査―第２分冊 豊島区埋蔵文化財調査報告26-2 2009 2,000

巣鴨町ⅩⅢ―東京都豊島区・巣鴨遺跡 （庚申塚マンション地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告書3 2010 非売品

巣鴨町ⅩⅣ―東京都豊島区・巣鴨遺跡 （清和小学校校庭地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告34 2011 700

巣鴨町ⅩⅤ―東京都豊島区・巣鴨遺跡における近世町場の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告39 2013 1,300

巣鴨町ⅩⅥ　―東京都豊島区・巣鴨遺跡（ルーブル巣鴨地区）の発掘調査― としま遺跡調査会調査報告13 2013 非売品

巣鴨町ⅩⅦ ―巣鴨遺跡（パルコートいせや地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告42 2014 500

巣鴨町ⅩⅧ ―地域別調査報告・巣鴨遺跡における発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告43 2014 1,200

巣鴨町ⅩⅨ ―巣鴨遺跡（巣鴨第一保育園分園舎地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告44 2014 1,300

巣鴨町ⅩⅩ　―東京都豊島区・巣鴨遺跡（ＪＩＺＯ地区／メゾン・ド・カメリ
ア地区）の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告15 2014 非売品
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巣鴨町ⅩⅩⅠ　―東京都豊島区・巣鴨遺跡（セザール巣鴨Ⅱ地区）の発掘調査
―

豊島区埋蔵文化財調査報告46 2015 1,500

巣鴨町ⅩⅩⅡ ―豊島区地域別調査報告・巣鴨遺跡における発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告47 2015 1,100

豊島区　巣鴨遺跡―巣鴨自動車営業所庁舎建て替え工事に伴う調査―
東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第260集

2011 ―

豊島区　巣鴨遺跡２―放射第９号線（Ⅲ期）拡幅事業に伴う埋蔵文化財調査―
東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第264集

2011 ―

豊島区　巣鴨遺跡３―巣鴨自動車営業所庁舎建て替え二期工事に伴う調査―
東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第298集

2015 ―

7 北大塚遺跡 北大塚Ⅰ―東京都豊島区・北大塚遺跡（ヒルズ山手大塚地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告1 2000 非売品

北大塚Ⅱ―東京都豊島区・北大塚遺跡（ESTAGE大塚地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告27 2009 1,100

8 駒込一丁目遺跡 伝中・上富士前Ⅰ―駒込一丁目遺跡（樹林館地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告6 1995 1,800

伝中・上富士前Ⅱ―駒込一丁目遺跡（日本住宅パネル工業協同組合ビル地区）
の発掘調査―

豊島区埋蔵文化財調査報告10 1998 2,100

伝中・上富士前Ⅲ―東京都豊島区における弥生集落および近世上駒込村の発掘
調査―

豊島区埋蔵文化財調査報告19 2005 2,200

伝中・上富士前Ⅳ―東京都豊島区・駒込一丁目遺跡（フォレストヒルズ駒込地
区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告9 2006 非売品

伝中・上富士前Ⅴ―東京都豊島区・駒込一丁目遺跡（コーシャハイム駒込地
区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告12 2006 非売品

伝中・上富士前Ⅵ―東京都豊島区・駒込一丁目遺跡（パークハウス駒込六義園
地区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告26 2011 非売品

伝中・上富士前Ⅶ―東京都豊島区・駒込一丁目遺跡（セリュークス駒込地区）
の発掘調査―

としま遺跡調査会調査報告8 2011 非売品

伝中・上富士前Ⅷ　―豊島区地域別調査報告・駒込一丁目遺跡における発掘調
査―

豊島区埋蔵文化財調査報告49 2016 1,500

9 駒込古墳 ―

10 長崎一丁目周辺遺跡
長崎並木Ⅰ―東京都豊島区・長崎神社周辺遺跡（山手通り地区―（関）SJ53工
区―）

豊島区遺跡調査会調査報告11 2006 非売品

長崎並木Ⅱ―東京都豊島区・長崎一丁目周辺遺跡（福嶋家地区）の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告29 2010 600

長崎並木Ⅲ―東京都豊島区・長崎一丁目周辺遺跡における発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告51 2017 900
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11 高松遺跡 高松Ⅰ―東京都豊島区・高松遺跡（豊南高等学校地区）の発掘調査― 豊島区遺跡調査会調査報告17 2006 非売品

12 雑司が谷遺跡
雑司が谷Ⅰ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡（豊島区立みみずく公園地区）の発
掘調査―

豊島区埋蔵文化財調査報告17 2003 3,600

雑司が谷Ⅱ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡（豊島区雑司が谷二丁目配水管新設
工事地区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告8 2005 非売品

雑司が谷Ⅲ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡（東京地下鉄副都心線雑司が谷駅地
区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告22 2010 非売品

雑司が谷Ⅳ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡（東京地下鉄副都心線№19・21・22
地区）の発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告23 2010 非売品

雑司が谷Ⅴ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡環状第５の１号線（雑司が谷地区）
整備事業に伴う発掘調査―

豊島区遺跡調査会調査報告24 2010 非売品

雑司が谷Ⅵ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡（Ｍ・Ｋ・Ｃビル地区）の発掘調査
―

豊島区遺跡調査会調査報告21 2011 非売品

雑司が谷Ⅶ―東京都豊島区・雑司が谷遺跡 　環状第５の1号線（飯田豆腐店前
地区・電停裏地区）整備事業に伴う発掘調査―

都道整備事業関連豊島区遺跡
調査団編集・発行

2012 非売品

雑司が谷Ⅷ―豊島区地域別調査報告・雑司が谷遺跡における発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告40 2013 1,100

13 東池袋遺跡 東池袋Ⅰ―東京都豊島区・東池袋遺跡の発掘調査― 豊島区埋蔵文化財調査報告13 2000 3,300

東池袋Ⅱ―東京都豊島区・東池袋遺跡の発掘調査（東池袋四丁目地区第一種市
街地再開発事業地内）―　１・２・付図

東池袋四丁目地区市街地再開
発組合発行

2007 非売品

14 旧感応寺境内遺跡
旧感応寺Ⅰ―東京都豊島区・旧感応寺境内遺跡(新日本製鐵マンション地区）の
発掘調査

豊島区埋蔵文化財調査報告37 2012 1,500

15 椎名町遺跡
椎名町Ⅰ―東京都豊島区・椎名町遺跡（南長崎パークハウス地区）の発掘調査
―

豊島区埋蔵文化財調査報告18 2004 900

16 千早遺跡 ―

17 南池袋遺跡
豊島区　南池袋遺跡　日出小学校地区―環状５―１号線（雑司ヶ谷地区）建設
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告―

東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第156集

2004 ―

豊島区　南池袋遺跡　南池袋2丁目地区―環状第５の１号線（雑司ヶ谷地区）建
設事業その２に伴う埋蔵文化財発掘調査報告―

東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第170集

2005 ―

豊島区　南池袋遺跡　南池袋三丁目地区―環状５の１号線（雑司が谷地区）建
設事業その３に伴う埋蔵文化財発掘調査報告―

東京都埋蔵文化財センター調
査報告　第198集

2007 ―

その他
長崎富士塚―国指定重要有形民俗文化財「豊島長崎の富士塚」範囲確認調査報
告書―

豊島区埋蔵文化財調査報告15 2002 非売品


