
電子版公開刊行物一覧
№ 刊行年月 書名 副題 刊行物の種類 文化財の種別 URL

1 S50.5 利根･沼田の文化財 群馬県文化財総合調査報告書第一集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/101945

2 S51.3 東毛地方の文化財 群馬県文化財総合調査報告書第二集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/101946

3 S52.3 中毛地方の文化財 群馬県文化財総合調査報告書第三集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/101942

4 S53.3 西毛地方の文化財 群馬県文化財総合調査報告書第四集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/101944

5 S53.3 吾妻地方の文化財 群馬県文化財総合調査報告書第五集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/99924

6 S52.3 昭和五十･五十一年度文化財愛護モデル地区活動実践事例集 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/115425

7 H1.3 みんなの文化財 解説・予稿集 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/115424

8 H14.3 ふれあい歴史のさと 研究検討報告書平成11年度～13年度 調査報告書 文化財全般 https://sitereports.nabunken.go.jp/115423

9 S35.9 片品の民俗 群馬県民俗調査報告書第一集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115138

10 S48.11 上野村の民俗 群馬県民俗調査報告書第二集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101939

11 S37.3 板倉町の民俗 群馬県民俗調査報告書第三集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115232

12 S38.3 六合村の民俗 群馬県民俗調査報告書第四集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101955

13 S39.3 境町の民俗 群馬県民俗調査報告書第五集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115228

14 S39.3 榛東村の民俗 群馬県民俗調査報告書第六集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115230

15 S40.3 下久保ダム水没地の民俗 群馬県民俗調査報告書第七集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99912

16 S41.3 勢多郡東村の民俗 群馬県民俗調査報告書第八集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115231

17 S42.3 松井田町の民俗 群馬県民俗調査報告書第九集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115287

18 S43.3 北橘村の民俗 群馬県民俗調査報告書第十集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115139

19 S44.3 白沢村の民俗 群馬県民俗調査報告書第十一集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115288

20 S45.3 桐生市梅田町の民俗 群馬県民俗調査報告書第十二集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115289

21 S46.3 水上町の民俗 群馬県民俗調査報告書第十三集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101956

22 S47.3 千代田村の民俗 群馬県民俗調査報告書第十四集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115140

23 S48.3 嬬恋村の民俗 群馬県民俗調査報告書第十五集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101957

24 S49.3 藪塚本町の民俗 群馬県民俗調査報告書第十六集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101958

25 S50.3 前橋市城南地区の民俗 群馬県民俗調査報告書第十七集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115291

26 S51.3 倉渕村の民俗 群馬県民俗調査報告書第十八集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115292

27 S52.3 大間々町の民俗 群馬県民俗調査報告書第十九集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101959

28 S53.3 高崎市東部地区の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101960

29 S54.3 高山村の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十一集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101961

30 S55.3 安中市秋間の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十二集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101962

31 S56.3 宮城村の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十三集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101963

32 S57.3 明和村の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十四集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101964

33 S58.3 妙義町の民俗 群馬県民俗調査報告書第二十五集 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101965

34 S62.3 小正月のつくりもの(一) 吾妻編 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99927

35 S63.3 小正月のつくりもの(二) 西毛編 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99928

36 H1.3 小正月のつくりもの(三) 利根編 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101953

37 H2.3 小正月のつくりもの(四) 中･東毛編  群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99929

38 H3.3 小正月のつくりもの(五) 総論･図版編   群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99930

39 S47.3 群馬県の養蚕習俗 養蚕習俗緊急調査 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101952

40 S53.1 岩島の麻 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99913

41 S54.2 舟大工と川舟 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99926

42 S55.3 伊勢崎の絣(かすり) 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115227

43 S56.3 群馬の藁細工と竹細工 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99919

44 S56.12 群馬の屋根葺と壁塗 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99917



45 S58.3 群馬の和紙 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99918

46 S58.9 手描き紋章 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99925

47 S60.3 六合村の木工細工 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/115137

48 S61 .3 沼田の野鍛冶 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101940

49 H6.3 桐生木遺 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99916

50 H5.3 沼田氏沼須人形芝居 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101941

51 H7.3 群馬県の祇園囃子 群馬県無形文化財緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101983

52 S51.３ 祇園祭と山車･屋台調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99914

53 H1.3 群馬県の民謡 民謡緊急調査報告書 群馬県民謡緊急調査 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99922

54 S61.3 群馬県の民俗芸能  群馬県民俗芸能実態調査報告書 群馬県民俗芸能実態調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99921

55 H9.3 群馬県民俗芸能緊急調査報告書 群馬県民俗芸能緊急調査 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101993

56 S49.3 群馬県の無形文化財 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99923

57 S47.3 群馬県の農村舞台 昭和47年度農村舞台緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/99920

58 S60.3 群馬県民俗分布地図 群馬県民俗分布緊急調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101991

59 H13.3 群馬県の祭り・行事 群馬県祭り･行事調査報告書 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101992

60 S62.3 群馬の方言 各地方方言収集緊急調査 調査報告書 民俗・無形 https://sitereports.nabunken.go.jp/101954

61 S49.11 桐原郷倉文書調査報告書 県指定文化材桐原郷倉文書の整理･調査 調査報告書 歴史資料・古文書 https://sitereports.nabunken.go.jp/99915

62 S54.3 足尾銅山街道 群馬県歴史の道調査報告書第一集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101966

63 S54.3 日光例弊使街道 群馬県歴史の道調査報告書第二集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101967

64 S55.3 三国街道 群馬県歴史の道調査報告書第三集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101969

65 S55.3 沼田･会津街道 群馬県歴史の道調査報告書第四集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101970

66 S55.3 信州街道 群馬県歴史の道調査報告書第五集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101971

67 S56.3 清水峠越往還 群馬県歴史の道調査報告書第六集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101972

68 S56.3 佐渡奉行街道 群馬県歴史の道調査報告書第七集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101973

69 S56.3 古戸･桐生道 群馬県歴史の道調査報告書第八集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101974

70 S56.3 古河往還 群馬県歴史の道調査報告書第九集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101975

71 S56.3 下仁田道 群馬県歴史の道調査報告書第十集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101976

72 S57.3 中山道 群馬県歴史の道調査報告書第十一集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101977

73 S57.3 十石街道 群馬県歴史の道調査報告書第十二集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101978

74 S57.3 利根川の水運 群馬県歴史の道調査報告書第十三集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101979

75 S58.3 日光への脇往還 群馬県歴史の道調査報告書第十四集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101980

76 S58.3 吾妻の諸街道 群馬県歴史の道調査報告書第十五集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101981

77 S58.3 東山道 群馬県歴史の道調査報告書第十六集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101982

78 S58.3 鎌倉街道 群馬県歴史の道調査報告書第十七集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101987

79 H12.3 毛無道 群馬県歴史の道調査報告書第十八集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101988

80 H12.3 沼田街道西通り 群馬県歴史の道調査報告書第十九集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101989

81 H13.3 信仰の道 上毛三山を中心に 群馬県歴史の道調査報告書第二十集 調査報告書 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101990

82 H11.3 群馬県の歴史の道 ガイドブック 解説・予稿集 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/101995

83 H9.3 中山道と信州への道 群馬県「歴史の道」整備活用総合計画 計画 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/122258

84 H10.3 三国街道と北への道 群馬県「歴史の道」整備活用総合計画 計画 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/122257

85 H11.3 日光例弊使街道・足尾銅山街道と東毛の道 群馬県「歴史の道」整備活用総合計画 計画 歴史の道 https://sitereports.nabunken.go.jp/122259

86 S51.３ 榛名神社調査報告書 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101949

87 S53.3 一之宮貫前神社調査報告書 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/99911

88 S55.3 群馬県の洋風建造物 洋風建造物調査 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101998

89 H4.3 群馬県近代化遺産総覧 近代化遺産総合調査 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101996



90 H4.3 群馬県近代化遺産総合調査報告書 近代化遺産総合調査 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101943

91 H6.3 近代化の足跡を訪ねて
平成5年度ぐんま近代化遺産活用事業報
告書

調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/122256

92 H24.3 群馬県の近代和風建築 群馬県近代和風建築総合調査報告書 和風建造物調査 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101999

93 S54.3 群馬県近世社寺建築緊急調査報告書 近世社寺建築緊急調査 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101948

94 R4.3 群馬県近世寺社総合調査報告書－歴史的建造物を中心に－ 本文編 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/121892

95 R4.3 群馬県近世寺社総合調査報告書－歴史的建造物を中心に－ 寺院編 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/121894

96 R4.3 群馬県近世寺社総合調査報告書－歴史的建造物を中心に－ 神社編 調査報告書 建造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/121895

97 S61.3 道祖神と道しるべ 上州の近世石造物(一) 群馬県石造文化財総合調査報告書 調査報告書 石造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101950

98 S61.3 庚申塔と月待・日待塔 上州の近世石造物(二) 群馬県石造文化財総合調査報告書 調査報告書 石造物 https://sitereports.nabunken.go.jp/101951

99 H1.3 群馬県出土の墨書･刻書土器集成(1) 調査報告書 考古資料 https://sitereports.nabunken.go.jp/115136

100 H4.2 群馬県出土の墨書･刻書土器集成(2) 調査報告書 考古資料 https://sitereports.nabunken.go.jp/115495

101 H10.3 群馬県出土の墨書･刻書土器集成(3) 調査報告書 考古資料 https://sitereports.nabunken.go.jp/115427

102 H11.3 群馬県天然記念物(地質･鉱物)緊急調査報告書 調査報告書 天然記念物 https://sitereports.nabunken.go.jp/115505

103 H1.3 群馬県の中世城館跡 中世城館等分布調査 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101986

104 H4.3 富士山Ⅰ遺跡1号古墳 平成3年度荒砥北部遺跡郡発掘調査報告書 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101063

105 H23.10 小暮東新山遺跡
群馬県畜産試験場再編整備事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書

調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60157

106 S57.3 史跡観音山古墳 保存修理事業報告書 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101796

107 R3.10 史跡観音山古墳  大人向け 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/106101

108 R3.10 史跡観音山古墳  子供向け 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/106099

109 S50.3 十三宝塚遺跡発掘調査概報Ⅰ 推定上野国佐位郡遺跡 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101263

110 S51.3 十三宝塚遺跡発掘調査概報 Ⅱ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101264

111 S52.3 十三宝塚遺跡発掘調査概報 Ⅲ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101265

112 H4.3 史跡十三宝塚遺跡 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/28872

113 S52.3 梨の木平遺跡 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101438

114 H28.10 史跡上野国分寺跡 第2期発掘調査概報 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/62287

115 H30.3 史跡上野国分寺跡 第２期発掘調査報告書ー総括編ー 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/94712

116 R3.1 史跡上野国分寺跡 第２期追加調査報告書 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/91388

117 H31.3 史跡上野国分寺跡保存活用計画 計画 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/91389

118 H6.3 史跡上野国分寺跡保存整備事業報告書 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101473

119 H1.3 史跡上野国分寺跡 発掘調査報告書・本文編･写真図版編 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60132

120 S45.3 上野国分尼寺跡発掘調査報告書(昭和44年度調査概報) 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101353

121 S46.3 上野国分尼寺跡発掘調査報告書(昭和45年度調査概報) 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101354

122 S46.3
上野国分寺周辺地域発掘調査報告書 僧寺尼寺中間地域の考古
学的検討

調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101042

123 S53.3 上野国分寺周辺遺跡発掘調査概報 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/94723

124 S54.3
上野国分寺隣接地域発掘調査報告書 奈良平安時代の竪穴住居
跡等の調査

調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101501

125 H5.3 上野国分尼寺跡、上野国分二寺中間地域 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/115419

126 S56.3 史跡上野国分寺跡 寺域確認発掘調査概要 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/61468

127 S57.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要２ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/94725

128 S58.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要３ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60112

129 S59.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要４ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60114

130 S60.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要５ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60116

131 S61.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要６ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/94726

132 S62.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要７ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60126

133 S63.3 史跡上野国分寺跡発掘調査概要８ 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/60129

134 H11.3 上西原遺跡と上野国分寺 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/115229



135 H30.3 上野国分寺シンポジウムー新しい上野国分寺像を探るー 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/94724

136 R3.3
史跡上野国分寺跡  National Historic Site Kouzuke Kokubunji
Temple Ruins

解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101886

137 R3.11 史跡上野国分寺跡  子供向けパンフレット 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/110694

138 R3.4 東国文化副読本  ～古代ぐんまを探検しよう～ 2021年度版 解説・予稿集 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101852

139 R3.3 群馬県内公共開発に伴う平成31（令和元）年度県内遺跡発掘調査報告書 調査報告書 遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/101882


