
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

作成者：戸田市立図書館／作成日：2019年 5月 5日 

～資料の紹介について～ 

●紹介した資料は、当館が把握しているすべての資料ではありません。今回は戸田市立図書館

で所蔵している資料（一部埼玉県立図書館所蔵資料あり）を中心に掲載しました。 

●戸田市立図書館内で複本資料がある場合は、本館 2 階の郷土資料を優先して紹介しました。

郷土資料は貸出しできません。貸出しできる資料があるか、分館又は分室で所蔵している資料

があるか等複本の確認が必要な場合は、ＯＰＡＣで検索してください。 

テーマの棚に行って本を探す。 

●図書館の本は一冊ずつ分類記号が付いています。棚の本は分類記号の番号順に並んでいます。「上戸田本

村遺跡」に関する資料には、以下の分類記号が付いています。本を探すときの目安にしてください。                                                             

             「上戸田本村遺跡」に関する主な分類記号  ※これがすべてではありません。 

069 博物館 210.2 考古学 213.4 埼玉県の歴史 

318.2 地方行政史 - - 
 

 

「上戸田本村遺跡」について調べるためのキーワード 

上戸田本村遺跡、くまん塚古墳、戸田市本町 3丁目 

 オンライン目録（OPAC）、インターネット及び各種データベースを検索する際の参考にしてください。 

 

  HP https://library.toda.saitama.jp/ 

 

レ
ミ
さ
ん 

戸田市では現在 11 の遺跡の存在が確認されています。その中の一つ「上戸田本村

遺跡」には、古くから「くまん塚」と呼ばれる古墳の存在が明らかで、同塚からは直

刀二振りも出土しています。また、平成 11 年（1999）の発掘調査では 6 世紀後半

の埴輪も見つかっています。 

か み と だ  ほ ん む ら  

https://library.toda.saitama.jp/
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆                       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

■「上戸田本村遺跡」について調べる場合は、戸田市の歴史及び文化財を調べるための資料、郷土博

物館が発行した資料、遺跡調査報告書、広報紙等を見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『戸田市史』  

通史編 上 

戸田市 1986 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.349「南原古墳群とくまん塚古墳」 

荒川下流の古墳群について地区ごとに説明している項目で、墳丘の一部、横穴式石室に

使用された石材について、出土品に直刀があったこと等が載っています。 

p.359-360「後期の集落」、p.360-362「竪穴住居」、p.364「鬼高式土器」 

同遺跡の遺構及び出土品についての記述があります。 

『戸田市史』  

資料編 1 

戸田市 1981 T213.4 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.6-7、10「戸田市の原始・古代遺跡研究略史」内 
『埼玉史談』第9巻第6号（昭和13年（1938）7月）に掲載された独木舟（昭和

13年6月に同遺跡から発見された。）についての記事を紹介しています。 

p.167-195「上戸田本村遺跡」 

昭和53年（1978）に実施された第1次発掘調査の報告です。 

p.206「くまん塚古墳出土の直刀」 

同遺跡内にあるくまん塚古墳から出土した直刀の写真及び計測結果が載っています。 

 

【戸田市の歴史及び文化財を調べるための資料】 
「上戸田本村遺跡」について基本的な情報を調べる場合に活用できます。 

おにたか 

【戸田市立郷土博物館が発行した資料】 
戸田市内の遺跡から発掘された遺物は郷土博物館で保管している物もあり、展示図録等には、

「上戸田本村遺跡」に関する記述が載っている場合があります。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『時は、弥生から古墳

へ』 

第 22回特別展 

戸田市立郷土博物館 2006 T069.9 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.10「古墳の発見」内 

同遺跡第1号古墳から出土した「馬形埴輪」の解説及び写真を掲載しています。 

p.11「近年の発掘の記録」内 

同遺跡の概要及び発掘（第2次調査）現場の写真を掲載しています。 

p.12-13「上戸田本村遺跡 -第2次調査-」 

第2次調査の概要、遺構及び出土土器の写真等を掲載しています。 

p.19「弥生後期の山形文を追って」内 
同遺跡第 1 号溝から出土した土器の写真及び土器に施された文様の説明を掲載してい

ます。 

『埴輪が語る戸田市

の古墳時代』 

第 32回特別展 

戸田市立郷土博物館 2016 T069.9 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.55「上戸田本村遺跡「くまん塚古墳」」 

くまん塚古墳の概要、遺跡全景写真、馬形埴輪の写真、直刀の写真等を掲載しています。 

2005年企画展 

「埴輪のいろいろ」 
『戸田市立郷土博物館 

企画展リーフレット』合本内 

戸田市立郷土博物館 2005 T069.9 本館２階・戸田市関連郷土資料 

ページ表記なし「上戸田本村遺跡」  

同遺跡の概要、出土の馬形埴輪等の写真を掲載しています。 

 ▲このページのトップへ戻る。 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『上戸田本村遺跡』 Ⅱ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 

第 6集 

戸田市遺跡調査会 1996 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1993年に実施された第2次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

『上戸田本村遺跡』 Ⅲ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 

第 5集 

戸田市遺跡調査会 1998 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1995年に実施された第3次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

『上戸田本村遺跡』 Ⅳ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 

第 9集 

戸田市遺跡調査会 2004 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1999年に実施された第4次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

●第 1次発掘調査の報告書は、p.2「戸田市に関する資料で調べる」で紹介しています。 

【戸田市の広報紙】 
市内にある遺跡については、戸田市の広報紙で紹介されることがあります。戸田市立図書館では

過去の広報紙も収集しています。活用してください。 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『広報戸田』  

昭和 53年 9月 1日号 
（昭和 53年版内） 

戸田市役所 1978 T318.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.12「1300年前の生活跡発見される」 

同遺跡の第 1 次発掘調査の様子を遺跡の概要説明とともに写真で紹介していま

す。 

『広報戸田市』  

2018年 11月 1日号 
（2018年版内） 

戸田市役所政策秘

書室 

2018 T318.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

p.3「あなたの足元に眠る文化財」内「南原遺跡・上戸田本村遺跡」 

市内の主な遺跡を紹介したページで、同遺跡の概要説明及び出土品の写真を掲載

しています。 

 

【遺跡調査報告書】 
遺跡についての詳細を知りたいときは、遺跡発掘の調査報告書を見てみましょう。 

 

 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『上戸田本村遺跡』 Ⅱ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 第

6集 

戸田市遺跡調査会 1996 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1993年に実施された第2次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

『上戸田本村遺跡』 Ⅲ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 第

5集 

戸田市遺跡調査会 1998 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1995年に実施された第3次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

『上戸田本村遺跡』 Ⅳ 
埼玉県戸田市遺跡調査会報告書 第

9集 

戸田市遺跡調査会 2004 T210.2 本館２階・戸田市関連郷土資料 

1999年に実施された第4次発掘調査の報告書です。発掘の経緯、経過、遺跡

の概要、遺構、遺物、まとめ等を掲載しています。 

 

▲このページのトップへ戻る。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆                       ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【埼玉県の遺跡について書かれた資料】 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『遺跡発掘調査報告会

発表要旨』 第 31回 

埼玉考古学会 1998 - 埼玉県立図書館 

p.12-13小島清一「戸田市上戸田本村遺跡の調査」 

第2次及び第3次発掘調査の概要を報告したものです。 

『埼玉の古墳 北足立・

入間』 

さきたま出版会 2004 T210.2 本館２階・郷土資料架 

p.160-161「本村古墳群（戸田市）」 

同遺跡の概要、出土した大刀及び埴輪の写真を掲載しています。 

 

【埼玉県及び県の関係機関が発行した資料】 

書  名 出版者 出版年 分類 本がある場所 

『埼玉県史』 第 1巻  

埼玉県 1951 T213.4 本館２階・郷土資料架 

p.244「北足立郡の古墳分布」内「河床の変遷と古墳の埋没」 

同遺跡内にあるくまん塚古墳についての記述があります。 

p.246「古墳所在地名表」内 

埼玉県内にある古墳の所在地名表の中に「戸田村上戸田・本村 円墳・直刀」「戸田村

本村 独木舟」の記述があります。 

『新編埼玉県史』 通史

編 1  

埼玉県 1987 T213.4 本館２階・郷土資料架 

p.255-256「北足立地方」 
埼玉県内で発見された古墳時代の集落跡、方形周溝墓群、出土品等に触れた文章の中

に同遺跡名が登場します。 

『文書館紀要』 30号 

埼玉県立文書館 2017 T018.0 本館２階・郷土資料架 

p.73-90（p.19-36） 若松良一「歴史的地理学的に見た埼玉古墳群と荒川

舟運 -戸田市南三原古墳群出土の船の彩色のある人物埴輪を出発点として-」 

南原第7号墳出土の「船画のある人物埴輪」から古代荒川の舟運について考えた論文

です。p.86（p.23）に上戸田本村遺跡出土の埴輪が鴻巣の生出塚埴輪窯のものと酷似

していることを指摘した記述があります。 

※この論文は、「埼玉県立文書館」のホームページからも閲覧することができます。 

 アドレス：http://www.monjo.spec.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=1280  

サイト最終閲覧日：2019/05/07 

 

■「上戸田本村遺跡」について調べる場合、埼玉県に関する資料も活用できます。埼玉県の歴史及び

遺跡について書かれた資料を探してみましょう。 

 

▲このページのトップへ戻る。 

http://www.monjo.spec.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=1280


 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲このページのトップへ戻る。 

 

新聞記事を探す。 

●「上戸田本村遺跡」について調べる場合、新聞記事を活用することもできます。新聞記事は、当館

で閲覧可能な契約データベースで探すことができます。閲覧方法及び閲覧可能な新聞については「当

館で利用できるオンラインデータベース」のページを確認してください。 

●例えば「ヨミダス歴史館」を使って、キーワード「戸田市&遺跡」で検索すると以下のような資料が候補

として出てきます（一例）。 

記事名 新聞紙名 出版者 出版年 閲覧できる場所 

学生、主婦らも協力 

住居跡、土器など発掘 

戸田市の本村遺跡 

読売新聞 読売新聞社 1978.8.25朝刊 本館 2階カウンター 

p.21 

同遺跡の発掘調査の経緯及び状況を写真付きで紹介した記事です。 

 

新聞記事を探す。 

 

https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm
https://library.toda.saitama.jp/reference/sankou/database.htm

