
宮崎県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
宮崎001 宮崎市教育委員会 「史跡　生目古墳群」宮崎市文化財調査報告第61集 2006
宮崎002 宮崎市教育委員会 「五反畑遺跡Ｂ地区」清武町文化財調査報告書第30集 2010
宮崎003 宮崎市教育委員会 「下北方地下式横穴第5号」緊急発掘調査報告書　宮崎市文化財調査報告書第3集 1977
宮崎004 宮崎市教育委員会 「下北方1号墳周辺遺跡」宮崎市文化財調査報告書第71集 2008
宮崎005 宮崎市教育委員会 「下北方塚原第1遺跡」宮崎市文化財調査報告書第78集 2010
宮崎006 宮崎市教育委員会 「下北方花切第2遺跡」宮崎市文化財調査報告書第106集 2015
宮崎007 宮崎市教育委員会 「北中遺跡Ⅱ」宮崎市文化財調査報告書第51集 2002
宮崎008 宮崎市教育委員会 「史跡　生目古墳群」宮崎市文化財調査報告書第85集 2011
宮崎009 宮崎市教育委員会 「久木野地下式横穴墓」高岡町文化財調査報告書第1集 1991
宮崎010 宮崎市教育委員会 「蓮ヶ池横穴群」保存整備事業概報Ⅲ 1989
宮崎011 宮崎市教育委員会 「蓮ヶ池横穴群」保存整備事業概報Ⅳ 1990
宮崎012 宮崎市教育委員会 「土器田西横穴墓群」佐土原町文化財調査報告書第2集 1982
宮崎013 宮崎市教育委員会 「垣下遺跡」宮崎市文化財調査報告書 1991
宮崎014 宮崎市教育委員会 「車坂･山下遺跡群」宮崎広域都市計画事業　車坂･山下土地区画整理事業に伴う遺跡調査報告書 1997
宮崎015 宮崎市教育委員会 「史跡　穆佐城跡」宮崎市文化財調査報告書第94集 2013
宮崎016 宮崎市教育委員会 「猿野遺跡・萩崎第2遺跡」市道下北方通線改良工事に伴う発掘調査報告書 1996
宮崎017 宮崎市教育委員会 「宮ヶ迫遺跡」宮崎市文化財調査報告書第100集 2014
宮崎018 宮崎市教育委員会 「古城第2遺跡」宮崎市文化財調査報告書第103集 2015
宮崎019 宮崎県教育委員会 「浦田遺跡・入料遺跡・堂地西遺跡・平畑遺跡・堂地東遺跡・熊野原遺跡」宮崎学園都市遺跡発掘調査報告 1985

宮崎020 宮崎県教育委員会
「熊野原遺跡Ａ・Ｂ地区・前原西遺跡・陣ノ内遺跡・前原南遺跡・前原北遺跡・今江城（仮称）跡・車坂城西ノ城
跡」宮崎学園都市遺跡発掘調査報告書第4集

1988

宮崎021 宮崎県教育委員会 「吾平原第2遺跡･宮ノ前第2遺跡･城ノ平遺跡」 1993
宮崎022 宮崎県教育委員会 「野久首遺跡 平原遺跡 妙見遺跡」九州縦貫自動車道（人吉～えびの間）建設工事に伴う埋蔵文化財調査報 1994

宮崎023 宮崎県教育委員会
「三納代地区遺跡群 城ノ下遺跡・柳原遺跡・志戸平遺跡(2次)」鬼付女川基地周辺障害防止対策事業に伴う
埋蔵文化財調査報告書

1994

宮崎024 宮崎県教育委員会 「祇園原地区遺跡」県営農村基盤整備パイロット事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1996

宮崎025 山崎五十麿
「宮崎縣の古墳から「貨泉」の發見－古墳年代考定上の新資料－－王莽鏡問題決定の好参考－（附、子持曲
玉の年代と副葬の事實）」民族と歴史、第3巻第5號

1920

宮崎026 宮崎県埋蔵文化財センター 「西下本庄遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第15集 1999
宮崎027 宮崎県埋蔵文化財センター 「神殿遺跡B・C地区・南平第3遺跡・南平第4遺跡・中ノ原遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書 1999
宮崎028 宮崎県埋蔵文化財センター 「右葛ヶ迫遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第21集 2000
宮崎029 宮崎県埋蔵文化財センター 「内宮田遺跡・柳迫遺跡・中別府遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第30集 2001
宮崎030 宮崎県埋蔵文化財センター 「木脇遺跡（古墳時代～中世編）」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第43集 2001
宮崎031 宮崎県埋蔵文化財センター 「松元遺跡・井手口遺跡・塚原遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第44集 2001
宮崎032 宮崎県埋蔵文化財センター 「迫内遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第59集 2002
宮崎033 宮崎県埋蔵文化財センター 「山崎上ノ原第2遺跡・山崎下ノ原第1遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第79集 2003
宮崎034 宮崎県埋蔵文化財センター 「豊満大谷遺跡・野添遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第83集 2004
宮崎035 宮崎県埋蔵文化財センター 「山口遺跡第2地点」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第99集 2005
宮崎036 宮崎県埋蔵文化財センター 「下耳切第3遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第125集 2006
宮崎037 宮崎県埋蔵文化財センター 「山崎上ノ原第2遺跡Ⅱ」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第130集 2006
宮崎038 宮崎県埋蔵文化財センター 「今井野第2遺跡・天下城山遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第135集 2006
宮崎039 宮崎県埋蔵文化財センター 「野首第1遺跡Ⅱ」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第157集 2007
宮崎040 宮崎県埋蔵文化財センター 「野首第2遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第172集、第二分冊 2008
宮崎041 宮崎県埋蔵文化財センター 「宮ノ東遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第173集 2008
宮崎042 宮崎県埋蔵文化財センター 「板平遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第176集 2008
宮崎043 宮崎県埋蔵文化財センター 「籾木地下式横穴墓群」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第191集 2010
宮崎044 宮崎県埋蔵文化財センター 「尾花Ａ遺跡Ⅱ」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第195集 2011
宮崎045 宮崎県埋蔵文化財センター 「板平遺跡（第3・4次調査）」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第199集 2011
宮崎046 宮崎県埋蔵文化財センター 「十郎ヶ尾遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第218集 2012
宮崎047 宮崎県埋蔵文化財センター 「平峰遺跡（3次調査）」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第219集 2012
宮崎048 国富町教育委員会 「本庄小学校校内地下式横穴発掘調査」国富町文化財調査資料第1集 1980
宮崎049 国富町教育委員会 「井水地下式横穴墓群 市の瀬地下式横穴墓群 上ノ原遺跡」国富町文化財調査資料第4集 1986
宮崎050 本庄高校郷土部 「宮崎県東諸県郡本庄地下式横穴古墳調査報告」 1959
宮崎051 石川恒太郎 「増補地下式古墳の研究」 1979
宮崎052 国富町教育委員会 「国富町遺跡詳細分布調査報告書」国富町文化財調査資料第3集 1984
宮崎053 宮崎縣 「六野原古墳調査報告」史跡名勝天然記念物調査報告第13輯 1944
宮崎054 宮崎県 「宮崎県史」資料編　考古2 1993
宮崎055 本村豪章 「古墳時代の基礎研究稿-資料篇(Ⅰ)-」東京国立博物館紀要第16号 1981
宮崎056 吉村和昭 「寛政元年発見「猪塚」地下式横穴墓とその評価」宮崎県立西都原考古博物館研究紀要第4号 2008
宮崎057 宮崎縣 「本庄町古墳調査報告」史跡名勝天然記念物調査報告第10輯 1934
宮崎058 宮崎県教育委員会 「東ノ原1号地下式横穴墓」宮崎県文化財調査報告書第28集 1985
宮崎059 宮崎県教育委員会 「飯盛地下式横穴53-1号発掘調査」宮崎県文化財調査報告書第22集 1980
宮崎060 日高正晴 「宮崎県桃木畑A号墳」『古代学研究』64 1972
宮崎061 綾町教育委員会 「小平谷第1遺跡」綾町埋蔵文化財調査報告書第12集 2007
宮崎062 都城市 「都城市史」資料編　考古 2006
宮崎063 都城市教育委員会 「平成2年度遺跡発掘調査概報」都城市文化財調査報告書第13集 1991
宮崎064 都城市教育委員会 「築池遺跡(第1～4次発掘調査)・十三束第2遺跡(第2次発掘調査)」都城市文化財調査報告書第67集 2004
宮崎065 都城市教育委員会 「都城市内遺跡3」都城市文化財調査報告書第101集 2010
宮崎066 都城市教育委員会 「都城市内遺跡7」都城市文化財調査報告書第113集 2014
宮崎067 高城町教育委員会 「牧ノ原遺跡群」高城町文化財調査報告書第20集 2005
宮崎068 宮崎県教育委員会 「山ノ田第1遺跡」 1996
宮崎069 宮崎県教育委員会 「上ノ原地下式古墳群発掘調査」宮崎県文化財調査報告書第23集 1981
宮崎070 宮崎県埋蔵文化財センター 「置県130年記念埋蔵文化財資料活用推進事業報告書」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第232 2014
宮崎071 えびの市教育委員会 「長江浦地区遺跡群」えびの市埋蔵文化財調査報告書第32集 2002
宮崎072 えびの市教育委員会 「昌明寺遺跡」えびの市埋蔵文化財調査報告書第30集 2001
宮崎073 えびの市教育委員会 「佐牛野遺跡」えびの市埋蔵文化財調査報告書第27集 2000
宮崎074 えびの市教育委員会 「田代地区遺跡群」えびの市埋蔵文化財調査報告書第20集 1997
宮崎075 えびの市教育委員会 「東川北地区遺跡群」えびの市埋蔵文化財調査報告書第41集 2005
宮崎076 えびの市教育委員会 「内小野遺跡」えびの市埋蔵文化財調査報告書第24集 2000
宮崎077 えびの市教育委員会 「島内地下式横穴墓群」えびの市埋蔵文化財調査報告書第29集 2001
宮崎078 えびの市教育委員会 「島内地下式横穴墓群Ⅱ」えびの市埋蔵文化財調査報告書第49集 2010
宮崎079 えびの市教育委員会 「島内地下式横穴墓群Ⅲ・岡元遺跡」えびの市埋蔵文化財調査報告書第50集 2009
宮崎080 えびの市教育委員会 「北岡松地区遺跡群」えびの市埋蔵文化財調査報告書第48集 2010
宮崎081 えびの市教育委員会 「下鶯遺跡」えびの市埋蔵文化財調査報告書第52集 2011
宮崎082 えびの市 「えびの市史」上巻 1994
宮崎083 西都市教育委員会 「西都原古墳研究所年報」第4号 1987
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宮崎県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
宮崎084 西都市教育委員会 「囲横穴墓」西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第2集 1987
宮崎085 西都市教育委員会 「西都原古墳研究所年報」第3号 1986
宮崎086 西都市教育委員会 「元地原地下式墳墓群」西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第2集 1987
宮崎087 西都市教育委員会 「外原遺跡群」西都市埋蔵文化財発掘調査報告書第34集 2003
宮崎088 宮崎県埋蔵文化財センター 「野首第2遺跡（二・三次調査）」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第188集 2010
宮崎089 宮崎県埋蔵文化財センター 「東光寺遺跡」宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第207集 2011
宮崎090 新富町教育委員会 「藤掛遺跡」新富町文化財調査報告書第2集 1983
宮崎091 新富町教育委員会 「川床地区遺跡」新富町文化財調査報告書第3集 1985
宮崎092 新富町教育委員会 「北原牧地区遺跡」新富町文化財調査報告書第6集 1987
宮崎093 新富町教育委員会 「北原牧地区遺跡」新富町文化財調査報告書第7集 1988
宮崎094 新富町教育委員会 「祇園原遺跡・春日遺跡」新富町文化財調査報告書第39集 2004
宮崎095 新富町教育委員会 「新田原59号墳・新田原60・210号墳」新富町文化財調査報告書71集 2016
宮崎096 宮崎県教育委員会 「延岡市琴塚箱式石棺調査報告」宮崎県文化財調査報告書第14集 1969
宮崎097 延岡市教育委員会 「平成15年度市内遺跡発掘調査に伴う埋葬文化財発掘調査報告書」延岡市文化財調査報告書第29集 2004
宮崎098 延岡市教育委員会 「平成16年度市内遺跡発掘調査に伴う埋葬文化財発掘調査報告書」延岡市文化財調査報告書第30集 2005
宮崎099 延岡市教育委員会 「上多々良遺跡」延岡市文化財調査報告書第45集 2011
宮崎100 延岡市教育委員会 「上田下遺跡」延岡市文化財調査報告書第44集 2011
宮崎101 鳥居龍蔵 「上代の日向延岡」 1935
宮崎102 石川恒太郎 「国指定史跡南方古墳第24号墳　玄室・羨道底部調査報告書」
宮崎103 宮崎県 「宮崎県史蹟調査」第七輯、東臼杵郡 1929
宮崎104 日本考古学協会 「宮崎県延岡市稲葉崎古墳」日本考古学年報3 1955
宮崎105 延岡市教育委員会 「上南方地区遺跡」延岡市文化財調査報告書第8集 1992
宮崎106 石川恒太郎 「宮崎県の考古学」 1968
宮崎107 日本考古学協会 「宮崎県延岡市樫山古墳」日本考古学年報4 1955
宮崎108 延岡市教育委員会 「平成9年度 市内遺跡発掘調査に伴う埋葬文化財発掘調査報告書」延岡市文化財調査報告書第19集 1998
宮崎109 石川恒太郎 「延岡市史」 1981
宮崎110 肥塚隆保・置田雅昭・橋川敬 「宮崎県吾平原6号横穴墓出土ガラスの材質研究」日本文化財科学会第14回大会 1997
宮崎111 橋川敬子 「ガラス玉からみた埋葬順序及び相対年代の試論」宮崎考古第16号 1998
宮崎112 置田雅昭・緒方俊輔・日髙敬 「宮崎県高千穂町吾平原6号横穴墓」地下（立坑）式横穴墓と墳丘の相関関係、天理大学 2004
宮崎113 宮崎県教育委員会 「南平横穴墓群発掘調査(55-1号～ 2号)」宮崎県文化財調査報告書第23集 1981
宮崎114 宮崎県教育委員会 「丸山石棺群発掘調査」宮崎県文化財調査報告書第21集 1979
宮崎115 日之影町教育委員会 「平底遺跡」日之影町教育委員会発掘調査報告書第1集 2003
宮崎116 五ヶ瀬町 「五ヶ瀬町史」 1981
宮崎117 高千穂町教育委員会 「吾平原横穴墓群発掘調査現地説明会資料」 1996
宮崎118 宮崎県教育委員会 「横穴古墳」宮崎県文化財調査報告書第3輯 1958
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