
佐賀県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
佐賀001 佐賀県 「田代太田古墳」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第1輯 1928
佐賀002 吉村茂三郎 「名勝鏡山とその付近の古墳について」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第5 1936
佐賀003 吉村茂三郎 「佐志町惣原古墳」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第7輯 1940
佐賀004 吉村茂三郎 「蓮和古墳」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第8輯 1949

佐賀005 松尾禎作
「横田下古墳」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第10輯　佐賀県史跡名勝天
然記念物調査会

1951

佐賀006 鏡山猛 「基山町上野古墳」『佐賀県文化財調査報告書』第3輯　佐賀県教育委員会 1954
佐賀007 木下之治 「鬼塚古墳」『新郷土』第71号 1954
佐賀008 木下之治 「道金塚古墳」『大磨智』第1号　大磨智郷土史研究会 1955
佐賀009 松尾禎作 『佐賀県考古大観』祐徳博物館 1957
佐賀010 木下之治 「佐賀県大和村小隈古墳」『新郷土』第118号 1958
佐賀011 佐賀県教育委員会 『佐賀市関行丸古墳』佐賀県文化財調査報告書第7輯 1958
佐賀012 松尾禎作 「薄尾古墳群について」『鳥栖史談』第2号 1958
佐賀013 木下之治 「佐賀県大和村小隈古墳調査報告」『考古学雑誌』第44巻第3号　日本考古学会 1959

佐賀014
佐賀県史跡名勝天然記念
物調査委員会編

『目達原古墳群調査報告』佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告第9輯 1959

佐賀015 松尾禎作 「都渡城高畠古墳」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第8輯 1959
佐賀016 木下之治 「城内よいごろ坂古墳」『鹿島市文化財保存会報』第5号 1960
佐賀017 木下之治 「行成第二号古墳」『鹿島市文化財保存会報』第6号 1961
佐賀018 木下之治 「佐賀市金立町丸山古墳」『新郷土』昭和38年4月号 1963
佐賀019 佐賀県教育委員会 『佐賀県の遺跡』 1964
佐賀020 多久市史編纂委員会 『多久の歴史』 1964
佐賀021 木下之治 「宝塚古墳」『新郷土』第207号 1966
佐賀022 佐賀県教育庁社会教育課 『東十郎古墳群』佐賀県教育委員会 1966
佐賀023 佐賀県教育委員会 『帯隈山神籠石とその周辺』佐賀県文化財調査報告書　第16集 1967
佐賀024 佐賀県教育庁社会教育課 『勇猛山古墳群』 1967
佐賀025 佐賀県教育委員会 『龍王崎古墳群』 1968
佐賀026 佐賀大学考古学研究会 『山王山古墳』 1968
佐賀027 神埼町教育委員会 『天神尾古墳群調査概報』 1969
佐賀028 小城町教育委員会 『一本松古墳群』小城町史料第１号 1970

佐賀029 佐賀県教育委員会
『九州縦貫自動車道福岡熊本線鳥栖地区埋蔵文化財発掘調査報告書　基山町伊勢
山・鳥栖市永吉遺跡』

1970

佐賀030 小城町教育委員会 『一本松古墳群調査概報―第２次発掘調査―』小城町史料第4号 1971
佐賀031 銭亀古墳発掘調査委員会 「伊万里市所在銭亀古墳　発掘調査概報」『新郷土』通巻第268号 1971
佐賀032 神埼町史編さん委員会 『神埼町史』 1972
佐賀033 柴元静雄 「夏崎・銭亀古墳発掘調査概報」『烏ん枕』第9号　伊万里市郷土研究会 1972
佐賀034 武雄市史編纂委員会 『武雄市史』 1972
佐賀035 佐賀県教育委員会 『鳥栖市山浦古墳群』佐賀県文化財調査報告書第21集 1973
佐賀036 武雄市教育委員会 『武雄市玉島古墳』 1973
佐賀037 小城町史編集委員会 『小城町史』 1974
佐賀038 鹿島市史編纂委員会 『鹿島市史』上巻 1974
佐賀039 佐賀大学考古学研究会 『小島古墳』　伊万里市教育委員会 1974
佐賀040 多久市教育委員会 『牟田辺遺跡』 1974

佐賀041 佐賀県教育委員会
『本川原遺跡−第2次調査−』佐賀県文化財調査報告書第32集 建設省佐賀国道工事
事務所・佐賀県教育委員会

1975

佐賀042 武雄市教育委員会 『武雄市潮見古墳』 1975
佐賀043 大和町史編さん委員会 『大和町史』 1975
佐賀044 佐賀県教育委員会 『石木遺跡』佐賀県文化財調査報告書第35集 1976
佐賀045 鳥栖市教育委員会 『田代太田古墳 調査及び保存工事報告書』 1976
佐賀046 基山町教育委員会 『城ノ上遺跡』基山町文化財報告書第1集 1977

佐賀047 佐賀県教育委員会
「東宇木遺跡−唐津市鏡・久里地区文化財調査報告書第2集−」『佐賀県農業基盤整
備事業に係る文化財確認調査報告書』佐賀県文化財調査報告書第37集

1977

佐賀048 佐賀市史編さん委員会 『佐賀市史』第一巻　地理的環境・原始・古代・中世編 1977

佐賀049 多久市教育委員会
『牟田辺遺跡 佐賀県多久市南多久町所在遺跡調査第Ⅱ次』多久市文化財調査報告
書第2集

1977

佐賀050 基山町遺跡発掘調査団 『千塔山遺跡―弥生環濠集落・古墳・中世の墳墓の調査―』 1978

佐賀051 佐賀県教育委員会
「森の下遺跡−唐津市鏡・久里地区文化財調査報告書第3集−」『生石・森の下遺跡』
佐賀県文化財調査報告書第43集

1978

佐賀052 多久市教育委員会
『牟田辺遺跡−佐賀県多久市南多久町所在の遺跡調査第Ⅲ次』多久市文化財調査
報告書第3集

1978

佐賀053 鳥栖市教育委員会
『古賀遺跡−鳥栖市立若葉小学校敷地内埋蔵文化財調査報告書−』鳥栖市文化財調
査報告書第2集

1978

佐賀054 神埼町教育委員会 『山﨑古墳』神埼町教育委員会 1979

佐賀055 佐賀県教育委員会
『大門西遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（1） 佐賀県文化
財調査報告書第51集 佐賀県教育委員会

1980

佐賀056 佐賀県教育委員会
『香田遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（２）　佐賀県文化財
調査報告書第57集

1981
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佐賀県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
佐賀057 武雄市教育委員会 『みやこ遺跡　六角川河川改修工事に伴う発掘調査概報　武雄市教育委員会 1981
佐賀058 岡崎敬・松永幸男 「迫頭古墳群」『末廬国』六興出版 1982
佐賀059 岡崎敬・松永幸男 「柏崎外園古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀060 潮見浩 「長崎山古墳群」『末廬国』六興出版 1982
佐賀061 高倉洋彰 「樋の口古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀062 中嶋直幸 「久里双水前方後円墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀063 西谷正 「淵上古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀064 松岡史 「その他の古墳および古墳群」『末廬国』六興出版 1982
佐賀065 松岡史 「佐志古墳群」『末廬国』六興出版 1982
佐賀066 岡崎敬・本村豪章 「島田塚古墳」『末廬国』六興出版 1982

佐賀067
河児哲司・福尾正彦・藤尾
慎一郎・平川敬治・田崎博
之・木村幾多郎

「神集島」『末廬国』六興出版 1982

佐賀068 亀井明徳 「谷口古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀069 小田富士雄 「横田下古墳」『末廬国』六興出版 1982

佐賀070
平川敬治・田崎博之・木村
幾多郎

「加部島」『末廬国』六興出版 1982

佐賀071 本村豪章 「鬼釜古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀072 本村豪章 「玉島古墳」『末廬国』六興出版 1982
佐賀073 本村豪章 「南山古墳群」『末廬国』六興出版 1982
佐賀074 本村豪章 「半田古墳出土品」『末廬国』六興出版 1982
佐賀075 伊万里市教育委員会 『伊万里市史の文化財―佐賀県伊万里所在の主要文化財等の照会―』 1983
佐賀076 上峰村教育委員会 『一本谷遺跡』 1983
佐賀077 唐津市教育委員会 『柏﨑小長﨑遺跡』唐津市埋蔵文化財調査報告第６集 1983

佐賀078 北波多村教育委員会
『川畦遺跡　佐賀県東松浦郡北波多村大字稗田所在の遺跡の調査』北波多村文化
財報告書第1集

1983

佐賀079 佐賀県教育委員会 『西原遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（3） 1983

佐賀080 佐賀県教育委員会
『佐賀県農業基盤整備事業に係る文化財調査報告書』1　佐賀県文化財調査報告書
第69集

1983

佐賀081 鳥栖市教育員会
『安永田遺跡―柚比遺跡群範囲確認調査第３年次調査報告書―』鳥栖市文化財調
査報告書第16集

1983

佐賀082 玄海町教育委員会 『先部遺跡』玄海原子力発電所３・４号機増設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1984
佐賀083 佐賀県教育委員会 『金立開拓遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（４） 1984
佐賀084 佐賀県教育委員会 『東多久バイパス関係埋蔵文化財調査報告書』佐賀県文化財調査報告書第76集 1984

佐賀085 鳥栖市教育委員会
『新農業構造改善事業関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　―佐賀県鳥栖市上ノ車・神
辺・貝方地区の調査―』鳥栖市文化財調査報告書第19集

1984

佐賀086 基山町教育委員会
『金丸遺跡群』佐賀県三養基郡基山町大字園部字金丸・三ヶ敷・亀ノ甲地区範囲確
認調査概要報告書　基山町文化財報告書第6集

1985

佐賀087 佐賀県教育委員会
『佐賀県農業基盤整備事業に係る文化財調査報告書』3　佐賀県文化財調査報告書
第79集

1985

佐賀088 武雄市教育委員会 『六角川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概報』５　郷ノ木遺跡・市場遺跡 1985
佐賀089 三日月町史編纂委員会 『三日月町史』 1985
佐賀090 呼子町教育委員会 『御手洗古墳・鬼ノ口古墳』呼子町文化財調査報告書第３集 1985

佐賀091 神埼町教育委員会
『本告牟田遺跡・的小渕遺跡』昭和60年度農業基盤整備事業に係る埋蔵文化財発掘
調査概要　神埼町文化財調査報告書第13集

1986

佐賀092 基山町教育委員会 『大塚古墳群』基山町文化財報告書第9集 1986
佐賀093 佐賀県教育委員会 『久保泉丸山遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（５） 1986

佐賀094 佐賀県教育委員会
『佐賀県農業基盤整備事業に係る文化財調査報告書』4　佐賀県文化財調査報告書
第83集

1986

佐賀095 武雄市教育委員会
『みやこ遺跡』六角川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（上巻）　武雄
市文化財調査報告書第15集

1986

佐賀096 大町町史編纂委員会 『大町町史』上巻 1987
佐賀097 唐津市教育委員会 『中原遺跡』唐津市文化財調査報告第18集 1987

佐賀098 唐津市教育委員会
『久里天園遺跡　唐津市水道部第５次拡張事業に伴う文化財調査報告』唐津市文化
財調査報告第19集

1987

佐賀099 唐津市教育委員会 『双水柴山遺跡』唐津市文化財調査報告第20集 1987
佐賀100 佐賀県教育委員会 『下石動遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書(6) 1987

佐賀101 佐賀県教育委員会
『撰分遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（7）　佐賀県文化財
調査報告書第87集

1987

佐賀102 基山町教育委員会
『鎌浦古墳群　佐賀県三養基郡基山町大字園部字鎌浦所在の古墳群調査概要報告
書』基山町文化財報告書第13集

1988

佐賀103 玄海町史編集委員会 『玄海町史』上巻 1988

佐賀104 諸富町教育委員会
『太田本村遺跡　佐賀県佐賀郡諸富町大字大堂字太田所在遺跡の調査』諸富町文
化財調査報告書第４集

1988

佐賀105 佐賀県教育委員会 『礫石遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（9) 1989
佐賀106 佐賀県教育委員会 『老松山遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（10） 1989
佐賀107 肥前町史編さん委員会 『肥前町史』 1989
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佐賀県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
佐賀108 基山町教育委員会 『中隈山遺跡概報』基山町文化財報告書第18集 1990
佐賀109 佐賀県教育委員会 『西石動遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（12） 1990

佐賀110 佐賀県教育委員会
『佐賀県農業基盤整備事業に係る文化財調査報告書』8　佐賀県文化財調査報告書
第98集

1990

佐賀111
佐賀県三日月町教育委員
会

『織島東分下遺跡Ⅰ　佐賀県小城郡三日月町織島東分所在の古墳群の調査報告』
三日月町文化財調査報告書第５集

1990

佐賀112 佐賀市教育委員会
『南宿遺跡・本村遺跡・阿高遺跡・牟田寄遺跡・村徳永遺跡・古村遺跡』佐賀市文化
財調査報告書第28集

1990

佐賀113 諸富町教育委員会
『三重櫟ノ木遺跡　佐賀県佐賀郡諸富町大字為重所在遺跡の調査』諸富町文化財調
査報告書第８集

1990

佐賀114 唐津市 『唐津市史』 1991
佐賀115 佐賀県教育委員会 『都谷遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（14） 1991
佐賀116 浜玉町教育委員会 『史跡谷口古墳保存修理事業報告書』浜玉町文化財調査報告書第2集 1991

佐賀117 大和町教育委員会
『東山田一本杉遺跡　西山田天神遺跡　西山田二本松遺跡　西山田三本松遺跡』佐
賀県佐賀郡大和町町道北部線改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書　大和町文化
財調査報告書第13集

1991

佐賀118 牛津町教育委員会 『練ヶ里遺跡Ⅱ』牛津町文化財調査報告書第３集 1992
佐賀119 佐賀県教育委員会 『朝日北遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（15） 1992
佐賀120 佐賀市教育委員会 『阿高遺跡　寺浦遺跡　梅屋敷遺跡』佐賀市文化財調査報告書第40集 1992

佐賀121 佐賀市教育委員会
『原ノ町遺跡・東高田遺跡・櫟木遺跡・北宿遺跡・南宿遺跡』佐賀市文化財調査報告
書第38集

1992

佐賀122 塩田町教育委員会
『吉浦神社周辺遺跡調査概報　笹谷遺跡・吉浦遺跡B・日千田遺跡・大黒町遺跡』塩
田町文化財調査報告書第8集

1992

佐賀123 佐賀県教育委員会 『黒谷・水呑古墳群』鳥栖北部丘陵新都市関係文化財調査報告書（１） 1993
佐賀124 佐賀県教育委員会 『切畑遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（16） 1993

佐賀125 佐賀県教育委員会
『東福寺遺跡』九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（１７）　佐賀県文
化財調査報告書第121集

1994

佐賀126 佐賀市教育委員会 『千住遺跡　牟田寄遺跡』佐賀市文化財調査報告書第51集 1994

佐賀127 佐賀市教育委員会
『御手水遺跡　琵琶原遺跡・川久保松原遺跡・川久保遺跡』佐賀市文化財調査報告
書第55集

1994

佐賀128 白石町教育委員会 『妻山古墳群４号墳』白石町文化財調査報告書第７集 1994

佐賀129 鳥栖市教育委員会
『牛原原田遺跡』県営ほ場整備事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書（１）　鳥栖市文
化財調査報告書第43集

1994

佐賀130 大和町教育委員会
『榎木遺跡　佐賀県佐賀郡大和町大字川上所在遺跡の調査概要報告』大和町文化
財調査報告書第27集

1994

佐賀131 佐賀市教育委員会 『下和泉一本椎遺跡―１～３区の調査―』佐賀市文化財調査報告書第73集 1996

佐賀132 佐賀市教育委員会
『藤附遺跡１区　大塚遺跡１区　大日遺跡２区―佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文
化財発掘調査報告書２―』佐賀市文化財調査報告書第66集

1996

佐賀133 神埼町教育委員会
『早稲隈山　佐賀県神埼郡神崎町早稲隈山に所在する天神尾古墳群　寺山古墳群
の発掘調査概要報告書』

1997

佐賀134 佐賀県教育委員会 『二塚山』佐賀県文化財調査報告書第46集 1997

佐賀135 佐賀市教育委員会
『徳永遺跡群Ⅰ　徳永遺跡１区　―佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調
査報告書４―』佐賀市文化財調査報告書第86集

1997

佐賀136 佐賀市教育委員会 『牟田寄遺跡Ⅴ　９B区の調査』佐賀市文化財調査報告書第84集 1997
佐賀137 白石町教育委員会 『佐賀県史跡　妻山古墳群4号墳』 1997

佐賀138 鳥栖市教育委員会
『立石地区遺跡群　県営ほ場整備事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書（９）』鳥栖市
文化財調査報告書第53集

1997

佐賀139 牛津町教育委員会
『牛津町内遺跡発掘調査Ⅰ　―1988～1996年度における確認調査成果の報告―』牛
津町文化財調査報告書第13集

1998

佐賀140 神埼町教育委員会
『的小渕遺跡　佐賀県神埼郡神埼町大字的に所在する的小渕遺跡3区～11区の調査
の記録』神埼町文化財調査報告書第61集

1998

佐賀141 小城町教育委員会 『西谷六角遺跡　土砂採取に伴う埋蔵文化財発掘調査』小城町文化財調査報告書第 1999
佐賀142 佐賀県教育委員会 『戦場古墳群』佐賀県文化財調査報告書第140集 1999

佐賀143 佐賀県教育委員会
『佐賀県農業基盤整備事業に係る文化財調査報告書』17　佐賀県文化財調査報告
書第141集

1999

佐賀144 佐賀市教育委員会 『牟田寄遺跡Ⅶ　―10～14区の調査―』佐賀市文化財調査報告書第102集 1999

佐賀145 神埼町教育委員会
『船塚遺跡　佐賀県神埼郡神埼町大字志波屋所在船塚遺跡のⅠ次調査報告書―縄
文・弥生・古墳時代編―』神埼町文化財調査報告書第67集

2000

佐賀146 多久市史編さん委員会 『多久市史』第一巻　自然・原始・古代・中世編 2000

佐賀147 小城町教育委員会
『久蘇遺跡』牛津江川広域基幹河川改修事業に係る埋蔵文化財発掘調査　小城町
文化財調査報告書第13集

2001

佐賀148 佐賀県教育委員会
『柚比遺跡群1』佐賀県文化財調査報告書第148集　鳥栖北部丘陵新都市関係文化
財調査報告書2

2001

佐賀149 佐賀県教育委員会
『柚比遺跡群2』佐賀県文化財調査報告書第150集　鳥栖北部丘陵新都市関係文化
財調査報告書3

2001

佐賀150 鳥栖市教育委員会
『長ノ原遺跡　神山古墳―剣道九千部山公園線建設に伴う埋蔵文化財調査報告―』
鳥栖市文化財調査報告書第63集

2001

3
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佐賀151 鳥栖市教育委員会
『永田古墳群』鳥栖北部配水池設置事業関係埋蔵文化財調査報告書　鳥栖市文化
財調査報告書第66集

2001

佐賀152 東脊振村教育委員会
『瀬ノ尾遺跡―東脊振村横田瀬の尾土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
概要報告書―』東脊振村文化財調査報告書第24集

2001

佐賀153 佐賀県教育委員会 『佐賀県内遺跡確認調査報告書』20　佐賀県文化財調査報告書第151集 2002
佐賀154 佐賀市教育委員会 『平尾二本杉遺跡Ⅰ－1区の調査－』佐賀市文化財調査報告書第131集 2002

佐賀155 佐賀市教育委員会
『徳永遺跡群Ⅸ　徳永遺跡7・16区―佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調
査報告書17―』佐賀市文化財調査報告書第137集

2002

佐賀156 唐津市教育委員会
『鶏ノ尾遺跡（２）―中山間地域総合整備事業に伴う埋蔵文化財調査―』唐津市文化
財調査報告書第109集

2003

佐賀157 神埼町教育委員会
『小渕遺跡13区　県道三瀬神崎線道路改良工事に伴う小渕遺跡13区の発掘調査報
告書』神埼町文化財調査報告書第81集

2003

佐賀158 佐賀県教育委員会
『柚比遺跡群４』分析編　佐賀県文化財調査報告書第158集　鳥栖北部丘陵新都市
関係文化財調査報告書5

2003

佐賀159 福岡大学考古学研究室
『佐賀県東十郎古墳群の研究・対馬サイノヤマ古墳の調査：対馬の終末期古墳文化
解明への予察』福岡大学考古学研究室研究報告第2冊

2003

佐賀160 東脊振村教育委員会
『西石動古墳群第３地区―中村商店による西石動地区土砂採取に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書―』東脊振村文化財調査報告書第26集

2004

佐賀161 福岡大学考古学研究室
『長崎県景華園遺跡の研究；福岡県京都郡における二古墳の調査；箕田丸山古墳及
び庄屋塚古墳；佐賀県東十郎古墳群の研究：補遺編』福岡大学考古学研究室研究

2004

佐賀162 東脊振村教育委員会
『石動二本松遺跡第5地区―（株）ミヤハラ物流による下石動地区での倉庫建設に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書―』東脊振村文化財調査報告書第27集

2005

佐賀163 伊万里市史編さん委員会 『伊万里市史』原始・古代・中世編 2006
佐賀164 唐津市教育委員会 『菜畑内田遺跡（６）』唐津市文化財調査報告書第128集 2006

佐賀165 吉野ヶ里町教育委員会
『石動四本松遺跡第５地区―有限会社イングによる下石動地区宅地造成に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書―』吉野ヶ里町文化財調査報告書第２集

2006

佐賀166 小城市教育委員会
『柿樋瀬遺跡』県道川上・牛津線拡幅工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　小城
市文化財調査報告書第5集

2007

佐賀167 小城市教育委員会
『久蘇遺跡』佐賀西部導水路工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　小城市文化
財調査報告書第３集

2007

佐賀168 唐津市教育委員会
『葉山尻支石墓群　葉山尻古墳2号墳　森田支石墓　瀬戸口支石墓　重要遺跡確認
調査報告書』唐津市文化財調査報告書第134集

2007

佐賀169 佐賀県教育委員会
『中原遺跡Ⅰ』西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書４　佐賀県文化財調査
報告書第168集

2007

佐賀170 伊万里市教育委員会
『宮ノ前北遺跡D地点』一般県道黒川松島線道路改良事業に伴う文化財調査報告書
伊万里市文化財調査報告書第51集

2008

佐賀171 唐津市教育委員会 『久里双水古墳』唐津市文化財調査報告書第95集 2009

佐賀172 佐賀県教育委員会
『仁田古墳群Ⅰ』西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書（８）　佐賀県文化財
調査報告書第183集

2010

佐賀173 小城市教育委員会 『土生遺跡―共同住宅建設工事に伴う第14次調査報告書―』小城市文化財調査報 2011

佐賀174 佐賀県教育委員会
『中原遺跡Ⅴ』西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書（９）佐賀県文化財調
査報告書第187集

2011

佐賀175 佐賀市教育委員会 『石塚1号墳』佐賀市文化財整備報告書第2集 2012
佐賀176 鳥栖市教育委員会 『鳥栖市文化財年報』2010・1992・1993年度版 2012

佐賀177 みやき町教育委員会
『町南遺跡7-11区―県立中原特別支援学校増設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書―』みやき町文化財調査報告書第7集

2012

佐賀178 佐賀県教育委員会
『古園遺跡・千々賀遺跡・千田島Ⅱ遺跡』西九州自動車道建設に係る文化財調査報
告書（14）　佐賀県文化財調査報告書第200集

2013

佐賀179 佐賀市教育委員会
『琵琶原遺跡4区　草場遺跡1区』―佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調
査報告書1―　佐賀市文化財調査報告書第65集

1996

佐賀180 鹿島市教育委員会 『鹿島市の文化財～ふるさと歴史探訪～』 2009

佐賀181 蒲原宏行
「資料紹介　浜玉町谷口古墳の遺物出土に状況について」『佐賀県立博物館・美術館
報』№105

1994

佐賀182 北方町教育委員会 『牧古窯跡』 1976
佐賀183 佐賀県立博物館 『―古代九州の遺宝―　鏡・玉・剣』 1979

佐賀184
柳川俊二編
神埼町教育委員会編

『忠五郎山古墳発掘調査報告・県史跡伊勢塚保存工事報告・県重要文化財薬師如
来収蔵庫建設報告』神埼町の文化財　第2集

1973
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