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文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

岡山001 岡山県古代吉備文化財センター 「田益新田遺跡　青谷5号墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告112 1996

岡山002 岡山県古代吉備文化財センター
「足守川加茂A遺跡　足守川加茂B遺跡　足守川矢部南向遺跡」、岡山県埋蔵文化
財発掘調査報告94

1995

岡山003 岡山県史編纂委員会 「岡山県史　第18巻　考古資料」 1986
岡山004 岡山市教育委員会 「南坂8号墳　一国山城跡　一国山古墳群」 2006
岡山005 岡山市教育委員会 「南坂1号墳　南坂遺跡」 2014
岡山006 乗岡実・行田裕美 「吉備の古墳　上（備前・美作）」、吉備考古ライブラリィ4 2000
岡山007 岡山県古代吉備文化財センター 「伊福定国前遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告125 1998
岡山008 岡山県古代吉備文化財センター 「伊福定国前遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告224 2010

岡山009 近藤義郎
「岡山市津島の俗称『おつか』と称する前方後円墳についての調査の概略報告」、
古代吉備第10集

1988

岡山010 西谷眞治・鎌木義昌 「金蔵山古墳」、倉敷考古館研究報告第1冊 1959
岡山011 岡山県古代吉備文化財センター 「加茂政所遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告138 1999
岡山012 岡山県古代吉備文化財センター 「北方下沼遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告126 1998

岡山013 岡山県古代吉備文化財センター
「高下遺跡　浅川古墳群ほか　楢原古墳群　根岸古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘
調査報告123

1998

岡山014 岡山県古代吉備文化財センター
「郷境墳墓群　前池内遺跡　後池内遺跡　黒住・雲山遺跡　甫崎天神山遺跡」、岡
山県埋蔵文化財発掘調査報告89

1994

岡山015 岡山市教育委員会 「上道北方･坂口古墳、塚段1号墳、塚段2号墳発掘調査現地説明会」 1986
岡山016・003 瀬戸町誌編纂委員会 「瀬戸町史料集」 1985
岡山017・003 梅原末治 「近畿地方古墳墓の調査3」 1938
岡山018 岡山市教育委員会 「造山第2号古墳　付　伝・千足古墳出土遺物」 2000
岡山019 岡山県古代吉備文化財センター 「高塚遺跡　三手遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告150 2000
岡山020 岡山県教育委員会 「高坪古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告50 1982
岡山021 岡山市教育委員会 「津島江道（給食棟・南棟校舎）遺跡」 2011
岡山022 岡山県古代吉備文化財センター 「津寺三本木遺跡　津寺一軒屋遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告142 1999

岡山023 岡山県古代吉備文化財センター
「新邸遺跡　郷ノ溝遺跡　仏生田遺跡　掛無堂遺跡　川入遺跡　中撫川遺跡」、岡
山県埋蔵文化財発掘調査報告182

2004

岡山024 近藤義郎・高井健司 「七つ𡉕古墳群」 1987
岡山大学 「都市近郊林（半田山）の自然特性およびその環境保全機能に関する研究（Ⅲ）」 1989

岡山025 岡山県古代吉備文化財センター 「田益新田遺跡　西山古墳群」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告109 1996
岡山026 岡山県古代吉備文化財センター 「鳩ヶ岩山古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告66 1988
岡山027 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川今谷遺跡4」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告217 2009
岡山028 岡山県教育委員会 「百間川兼基遺跡1　百間川今谷遺跡1」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告51 1982
岡山029 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川兼基遺跡2　百間川今谷遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告114 1996

岡山030 岡山県古代吉備文化財センター
「百間川兼基遺跡3　百間川今谷遺跡3　百間川沢田遺跡4」、岡山県埋蔵文化財
発掘調査報告119

1997

岡山031 岡山県教育委員会 「百間川沢田遺跡2　百間川長谷遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告59 1985
岡山032 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川沢田遺跡3」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告84 1993
岡山033 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川沢田遺跡6」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告239 2013
岡山034 岡山県教育委員会 「百間川原尾島遺跡1」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告39 1980
岡山035 岡山県教育委員会 「百間川原尾島遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告56 1984
岡山036 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川原尾島遺跡3」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告88 1994
岡山037 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川原尾島遺跡4」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告97 1995
岡山038 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川原尾島遺跡5」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告106 1996
岡山039 岡山県古代吉備文化財センター 「百間川原尾島遺跡6」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告179 2004
岡山040 岡山県古代吉備文化財センター

「百間川原尾島遺跡7　百間川二の荒手遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告
215

2008
岡山041 岡山県古代吉備文化財センター 「平瀬古墳群　富原西奥古墳　白壁古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告83 1993
岡山042 岡山県古代吉備文化財センター 「みそのお遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告87 1993
岡山043 岡山市教育委員会 「宗像神社古墳」 1999
岡山044 近藤義郎ほか 「矢藤治山弥生墳丘墓」 1995
岡山045 すみだしげる 「備前津高村横山8号墳調査概要」、古代吉備第1集 1958
岡山046 岡山県教育委員会 「龍王塚古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告58 1984

岡山047 岡山県古代吉備文化財センター
「立田遺跡2　高松原古才遺跡2　加茂政所遺跡2　津寺遺跡6」岡山県埋蔵文化財
発掘調査報告143

1999

岡山048 岡山県古代吉備文化財センター 「津寺遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告98 1995
岡山049 岡山県古代吉備文化財センター 「津寺遺跡3」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告104 1996
岡山050 岡山県古代吉備文化財センター 「津寺遺跡4」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告116 1997
岡山051 岡山県古代吉備文化財センター 「津寺遺跡5」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告127 1998
岡山052 岡山県古代吉備文化財センター 「津島遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告145 1999
岡山053 岡山県古代吉備文化財センター 「津島遺跡1」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告137 1999
岡山054 岡山県古代吉備文化財センター 「津島遺跡4」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告173 2003
岡山055 岡山県教育委員会 「天神坂遺跡　奥坂遺跡　新屋敷古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告53 1983
岡山056 岡山市史編集委員会 「岡山市史　古代編」 1962
岡山057 鎌木義昌・間壁忠彦 「東児島所在の古墳について」、吉備考古第88・89合併号 1954
岡山058 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告20」 1990
岡山059 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告21」 1991
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岡山県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

鎌木義昌 「楢津古墳発掘調査報告」 1978
近藤義郎 「岡山県の考古学」 1987
今井堯・池上憲明 「備中国高松町観音山第十二号墳」、私たちの考古学16 1958

岡山060
間壁忠彦・間壁葭子・藤田憲司・山
本雅靖

「王墓山遺跡群」、倉敷考古館研究集報第10号 1974

岡山061
間壁忠彦・間壁葭子・藤田憲司・小
野一臣

「金浜古墳」、倉敷考古館研究集報第14号 1979

岡山062 近藤義郎 「矢喰・鯉喰・楯築」、鬼ノ城 1980
岡山063 岡山県教育委員会 「曾原　琴海1号墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告36 1980
岡山064 倉敷埋蔵文化財センター 「茂浦古墳群」、倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第5集 1996
岡山065 倉敷埋蔵文化財センター 「湾戸7号墳」、倉敷市埋蔵文化財発掘調査報告第7集 1998

岡山066 岡山県古代吉備文化財センター
「中山1、2号貝塚　酒津八幡山平谷遺跡　酒津-水江遺跡　菅生小学校裏山遺跡　
三田散布地　二子14号墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告81

1993

岡山067 近藤義郎 「楯築弥生墳丘墓の研究」 1992

岡山068 岡山県古代吉備文化財センター
「矢部古墳群A　矢部古墳群B　矢部大𡉕遺跡　矢部奥田遺跡　矢部堀越遺跡」、
岡山県埋蔵文化財発掘調査報告82

1993

岡山069 岡山県古代吉備文化財センター 「下庄遺跡　上東遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告157 2001
岡山070 岡山県教育委員会 「川入・上東」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告16 1977
岡山071 岡山大学考古学研究室 「二万大塚古墳」 2005
岡山072 間壁忠彦・間壁葭子・藤田憲司 「岡山県真備町黒宮大塚古墳」、倉敷考古館研究集報第13号 1977
岡山073 真備町教育委員会 「箭田大塚古墳」 1984
岡山074 東京国立博物館 「東京国立博物館紀要第16号」 1981
岡山075 倉敷市史研究会 「新修倉敷市史　第1巻考古」 1996
岡山075 津山市教育委員会 「押入兼田遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第69集 2000
岡山076 津山市教育委員会 「大畑遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第47集 1993
岡山077 今井堯 「美作国久米町里公文高塚」、美作考古学研究4 1967
岡山078 津山市教育委員会 「小原遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第38集 1991
岡山079 渡辺健治 「美作隠里箱式石棺調査報告」、古代吉備第2集 1958
岡山080 津山市教育委員会 「河辺上原遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第54集 1994
岡山081 津山市教育委員会 「近長丸山古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第41集 1992
岡山082 渡辺健治 「津山市クズレ塚陶棺古墳」、古代吉備第7集 1971
岡山083 岡山県教育委員会 「久米三成4号墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告30 1979
岡山084 村上幸雄 「糘山遺跡群Ⅱ」、久米開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告2 1980
岡山085 津山市教育委員会 「才ノ峪遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第18集 1985
岡山086 津山市教育委員会 「才ノ峪古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第23集 1988
岡山087 中島寿雄・近藤義郎 「佐良山古墳群の研究　第1冊」 1952
岡山088 津山市教育委員会 「寺田古墳」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第22集 1986
岡山089 津山市教育委員会 「長畝山北古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第45集 1992
岡山090 津山市教育委員会 「長畝山北11号墳」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第57集 1996
岡山091 岡山県教育委員会 「中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査3」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告6 1973
岡山092 津山市教育委員会 「日上畝山古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第63集 1998
岡山093 加茂町文化財保護委員会 「万燈山古墳」 1973
岡山094 岡山県古代吉備文化財センター 「美作国府跡　小田中遺跡　山北遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告228 2011
岡山095 津山市教育委員会 「六ツ塚古墳群調査略報」、津山市文化財調査略報3 1962
岡山096 岡山県古代吉備文化財センター 「室尾石生谷口古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告133 1998
岡山097 津山市教育委員会 「門の山古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第46集 1992
岡山098 岡山県教育委員会 「中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査5」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告8 1975
岡山099 津山市教育委員会 「簗瀬古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第13集 1983
岡山100 河本清 「美作津山市寺山A1号墳」、古代吉備第6集 1969
岡山101 津山市教育委員会 「有本古墳群」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第59集 1997
岡山102 津山市教育委員会

「有本遺跡　男戸嶋古墳　上遠戸嶋遺跡」、津山市埋蔵文化財発掘調査報告第62
集

1998
岡山103 津山市史編さん委員会 「津山市史　第1巻　原始・古代」 1972
岡山074・104 勝北町誌編纂委員会 「勝北町誌」 1991
岡山105 津山郷土博物館 「平成25年度特別展図録　土の棺に眠る～美作の陶棺～」 2013

宮澤靖彦 「津山市広野の歴史散歩－文化財と解説－」 1995
岡山106 玉野市教育委員会 「出崎灰出1・2号墳」、玉野市埋蔵文化財発掘調査報告6 1999
岡山107 鎌木義昌・間壁忠彦・間壁葭子 「長福寺裏山古墳群　附関戸廃寺跡」 1965
岡山108 井原市教育委員会 「東大谷1号墳」、井原市埋蔵文化財発掘調査報告1 2003
岡山109 井原市史編纂委員会 「井原市史Ⅰ　自然風土・考古・古代・中世・近世通史編」 2005

岡山110 岡山県古代吉備文化財センター
「岡谷大溝散布地　三須今溝遺跡　三須河原遺跡　三須畠田遺跡　井手見延遺跡　
井手天原遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告156

2001

岡山111 岡山県古代吉備文化財センター 「井手天原遺跡　総社遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告198 2006

岡山112
春成秀爾・葛原克人・小野一臣・中
田啓司

「備中清音村鋳物師谷1号墳墓調査報告」、古代吉備第6集 1969

岡山113 近藤義郎ほか 「伊与部山墳墓群」 1996
岡山114 総社市教育委員会 「牛飼山古墳群」、総社市埋蔵文化財発掘調査報告12 1993
岡山115 総社市史編さん委員会 「総社市史　考古資料編」 1987

2
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岡山115・116 高橋進一
「古墳出土のサンドイッチ・グラス玉について」、田中義昭先生退官記念文集　地域
に根ざして

1987
1999

岡山117 間壁忠彦 「岡山県下の人骨を出土した小古墳六例」、倉敷考古館研究集報第4号 1968
岡山118 岡山県古代吉備文化財センター 「南溝手遺跡　窪木遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告214 2008
岡山119 岡山県古代吉備文化財センター 「窪木遺跡2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告124 1998
岡山120 総社市教育委員会 「総社市埋蔵文化財調査年報1（平成2年度）」 1991
岡山121 岡山県古代吉備文化財センター 「窪木薬師遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告86 1993
岡山122 鎌木義昌 「総社市随庵古墳」 1965
岡山123 総社市教育委員会 「すりばち池古墳群」、総社市埋蔵文化財発掘調査報告13 1993

岡山124 総社市教育委員会
「緑山17号墳　すりばち池3号墳　山津田遺跡　清水角遺跡」総社市埋蔵文化財発
掘調査報告1

1984

岡山125 総社市教育委員会 「総社市埋蔵文化財調査年報7（平成8年度）」 1997
岡山126 近藤義郎ほか 「新本立坂」 1996
岡山127 総社市教育委員会 「長砂古墳群」、総社市埋蔵文化財発掘調査報告5 1987
岡山128 岡山県教育委員会 「殿山遺跡　殿山古墳群」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告47 1982

岡山129 岡山県古代吉備文化財センター
「藪田古墳群　金黒池東遺跡　奥ヶ谷窯跡　中山遺跡・中山古墳群　西山遺跡・西
山古墳群　服部遺跡　北溝手遺跡　窪木遺跡　高松田中遺跡」、岡山県埋蔵文化

1997

岡山130 総社市教育委員会 「総社市埋蔵文化財調査年報4（平成5年度）」 1994
岡山131 総社市教育委員会 「法蓮古墳群」、総社市埋蔵文化財発掘調査報告4 1987
岡山132 総社市教育委員会 「法蓮広堂山古墳群」、総社市埋蔵文化財発掘調査報告21 2010
岡山133 岡山県古代吉備文化財センター 「前山遺跡　鎌戸原遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告115 1997
岡山134 総社市教育委員会 「総社市埋蔵文化財調査年報5（平成6年度）」 1995
岡山135 西川宏 「備中三輪山第6号墳」、古代吉備第5集 1963
岡山136 小野一臣 「備中清音村持坂古墳群概報」、古代吉備第6集 1969

岡山137
県道清音真金線建設に伴う文化財
調査委員会

「持坂20号墳」 2005

岡山138 総社市教育委員会 「総社市埋蔵文化財調査年報21（平成22年度）」 2012
岡山139 山手村史刊行委員会 「山手村史　史料編」 2003
岡山140 総社市教育委員会

「水島機械金属工業団地協同組合西団地内遺跡群」、総社市埋蔵文化財発掘調
査報告9

1991
岡山県古代吉備文化財センター・
岡山県立博物館

「大地からの便り2013－県内の発掘調査報告会－」 2013

岡山141 近藤義郎 「岡山県川上郡落合村阿倍赤羽根二号墳調査報告」、吉備考古第84号 1952
岡山142 岡山県教育委員会 「中国縦貫自動車道建設に伴う発掘調査8」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告14 1977
岡山143 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査9」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告15

1977
岡山144 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査10」、岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告20

1977
岡山145 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査11」、岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告21

1977
岡山146 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査12」、岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告22

1977
岡山147 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査13」、岡山県埋蔵文化財発掘調査
報告23

1978
岡山148 大佐町教育委員会 「円通寺古墳」、大佐町文化財シリーズ1 1978
岡山149 神郷町教育委員会 「大迫横穴群A1号横穴墓」 1990
岡山150 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告8」 1978
岡山151 白根正寿 「神郷町史」 1971
岡山152 大佐町史編纂委員会 「大佐町史　上巻」 1979
岡山153 哲多町史編集委員会 「哲多町史　資料編」 2010
岡山154 鎌木義昌 「漆原第一号墳発掘の報告」、吉備考古第87号 1953
岡山155 梅原末治 「岡山県下の古墳調査記録（一）」、瀬戸内海研究第8号 1956
岡山156 備前市教育委員会 「備前市の文化財　改訂版」 1995
岡山157 岡山県教育委員会 「山根8号墳発掘調査」、岡山県埋蔵文化財報告9 1979
岡山158 長船町史編纂委員会 「長船町史　資料編（上）考古」 1998
岡山159 岡本寛久 「乙佐塚古墳発掘調査報告書」 1986
岡山160 岡山県教育委員会 「門田貝塚」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告55 1983
岡山161 邑久町史編纂委員会 「邑久町史　考古編」 2006
岡山162 岡嶋隆司・草原孝典 「邑久町通山に所在する方形墳について」、古代吉備第11集 1989
岡山163 根木修 「波歌山古墳採集資料と牛窓半島の古墳」、古代吉備第11集 1989
岡山164 牛窓町教育委員会 「牛窓町古墳図」 2002
岡山165 山陽町教育委員会 「正崎2・4号古墳」、山陽町埋蔵文化財発掘調査概報 1989

岡山166 山陽町教育委員会
「便木山遺跡発掘調査報告　惣図遺跡発掘調査概報　岩田3・5号墳発掘調査概
報」、岡山県営山陽新住宅市街地開発事業用地内埋蔵文化財発掘調査概報2

1971

岡山167 山陽町教育委員会
「岩田古墳群」、岡山県営山陽新住宅市街地開発事業用地内埋蔵文化財発掘調
査概報6

1976

岡山168 山陽町教育委員会
「四辻土壙墓遺跡　四辻古墳群」、岡山県営山陽新住宅市街地開発事業用地内
埋蔵文化財発掘調査概報3

1973

岡山169 山陽町教育委員会
「用木古墳群」、岡山県営山陽新住宅市街地開発事業用地内埋蔵文化財発掘調
査概報1

1975
岡山170 岡山県古代吉備文化財センター 「松尾古墳群　斎富古墳群　馬屋遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告99 1995
岡山171 岡山県古代吉備文化財センター 「斎富遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告105 1996
岡山172 岡山県古代吉備文化財センター 「前内池遺跡　前内池古墳群　佐古遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告174 2003
岡山173 岡山県教育委員会 「門前池遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告9 1975
岡山174 岡山県古代吉備文化財センター

「来光寺跡　来光寺遺跡　立道遺跡　平岩古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告199

2006

3
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岡山175 岡山県古代吉備文化財センター 「婦本路古墳群」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告225 2010
岡山176 岡山県古代吉備文化財センター 「八塚古墳群」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告218 2009
岡山177 北房町教育委員会 「谷尻遺跡（赤茂地区）」、北房町埋蔵文化財発掘調査報告4 1986
岡山178 岡山県教育委員会 「谷尻遺跡赤茂地区」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告48 1982
岡山179 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査6」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告11

1976
岡山180 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査7」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告12

1976

岡山181 岡山県古代吉備文化財センター
「旦山遺跡　惣台遺跡　野辺張遺跡　先旦山遺跡　旦山古墳群　奥田古墳　水神ヶ
峪遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告136

1999

岡山182 岡山県古代吉備文化財センター 「中国横断自動車道建設に伴う発掘調査2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告93 1995
岡山183 岡山県教育委員会 「荒神風呂遺跡　荒神風呂古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告76 1990
岡山184 岡山大学考古学研究室 「定北古墳」 1995
岡山185 岡山大学考古学研究室 「定東塚・西塚古墳」 2001
岡山186 岡山県古代吉備文化財センター 「下湯原B遺跡　藪逧山城跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告166 2002
岡山187 近藤義郎 「美作　塚ヶ成古墳」 1994
岡山188 岡山県教育委員会 「土井2号古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告29 1979
岡山189 岡山県古代吉備文化財センター 「水別古墳群　水別遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告131 1998
岡山190 北房町教育委員会 「山之城古墳群」、北房町埋蔵文化財発掘調査報告6 1987

岡山191 近藤義郎
「蒜山原－その考古学的調査－第1回」、岡山大学医学部第2解剖学教室人類学
考古学研究業績第2冊

1953

岡山192 落合町教育委員会 「西河内上遺跡」、落合町埋蔵文化財発掘調査報告 1986
岡山193 久世町史編集委員会 「久世町史」 1975
岡山194 落合町教育委員会 「中山遺跡」 1978
岡山195 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告」13 1983
岡山196 落合町教育委員会 「神毛1号墳発掘調査報告書　ムスビ山高塚調査報告書」 1969
岡山197 北房町史編集委員会 「北房町史　通史編　上」 1992

岡山198 岡山県古代吉備文化財センター
「八幡山遺跡　八幡山南遺跡　八幡山円明寺遺跡　尾崎遺跡　中町B遺跡　穴が
逧遺跡　穴が逧古墳　今岡D遺跡　今岡中山遺跡　今岡古墳群　高岡遺跡」、岡山
県埋蔵文化財発掘調査報告213

2008

岡山199 岡山県古代吉備文化財センター 「大年古墳群ほか」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告102 1995
岡山200 大原町教育委員会 「川戸古墳群発掘調査報告書」 1995
岡山201 岡山県教育委員会

「中国縦貫自動車道建設建設に伴う発掘調査2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報
告4

1973
岡山202 美作町史編集委員会 「美作町史　資料編Ⅰ」 2006
岡山203 岡山県教育委員会 「山陽自動車道建設に伴う発掘調査2」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告42 1981

岡山204 岡山県古代吉備文化財センター
「八ヶ奥遺跡　八ヶ奥製鉄遺跡　岡遺跡　小坂古墳群　才地古墳群　才地遺跡」、
岡山県埋蔵文化財発掘調査報告178

2004

岡山205 和気郡史編纂委員会 「和気郡史　通史編上巻」 1981
岡山206 岡山県古代吉備文化財センター 「中池ノ内遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告108 1996
岡山207 鏡野町教育委員会 「赤峪古墳」、鏡野町埋蔵文化財発掘調査報告6 2000
岡山208 鏡野町史編集委員会 「鏡野町史　考古資料編」 2000
岡山209 鏡野町教育委員会 「竹田墳墓群」、竹田遺跡発掘調査報告第1集 1984
岡山210 岡山県古代吉備文化財センター 「久田原遺跡　久田原古墳群」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告184 2004
岡山211 岡山県古代吉備文化財センター 「夏栗遺跡」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告194 2005
岡山212 今井堯 「美作鏡野町半峪8号墳調査概報」、古代吉備第1集 1958
岡山213 富村史編纂委員会 「富村史」 1989
岡山214 津山市郷土博物館 「美作の鏡と古墳」 1990

岡山215 岡山県古代吉備文化財センター
「西大沢古墳群　畑ノ平古墳群　虫尾遺跡　黒土中世墓　茂平古墓　茂平城」、岡
山県埋蔵文化財発掘調査報告111

1996

岡山216 今井堯 「美作勝央町植月東出土の子持勾玉」、古代吉備第6集 1969
岡山217 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告14」 1984
岡山218 勝央町教育委員会 「小池谷遺跡　小池谷古墳群」、勝央町文化財調査報告10 2010
岡山219 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告42」 2012
岡山220 岡山県教育委員会 「岡山県埋蔵文化財報告31」 2001
岡山221 岡山県教育委員会 「塚の前古墳」、岡山県埋蔵文化財発掘調査報告44 1981
岡山222 近藤義郎 「月の輪古墳」 1960
岡山222 賀陽町教育委員会 「賀陽町史」 1972

4


