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井手田遺跡　遠景 （南西から）

井手田遺跡　遠景 （東から）
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Ｃ地区　竪穴住居跡 ・ 方形周溝墓 （上が北東）
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Ｃ地区　SH0012上層土器出土状況 （北東から）

Ｄ地区　SH1001ほか弥生前期住居跡群 （南西から）

巻
頭
図
版
3



Ｅ - 2地区　水田跡 （南西から）

Ｆ地区　水田跡 （南から）
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Ｄ地区　SH1014弥生土器出土状況 （東から）

Ｄ地区　SH1014出土弥生土器
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弥生時代の石器１

S123

S122
S120

S133

S121
S124

S132

S131

S126

S134
S136 

S125

S137 S139
S138

S143
S140

S135

S141

S142

巻
頭
図
版
6



弥生時代の石器２
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樽形はそう出土状況 （Ｃ地区　SH0008）

Ｃ地区　出土樽形はそう 把手付中空円面硯
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