
島根県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

島根001 出雲弥生の森博物館 『上塩冶築山古墳の再検討』出雲弥生の森博物館研究紀要　第6集 2018

島根002 島根県古代文化センター 『上塩冶築山古墳の研究』島根県古代文化センター調査研究報告書4 1999

島根003 島根県加茂町教育委員会 『神原神社古墳』 2002

島根004
島根大学法文学部考古学研究室・
古天神古墳研究会

『古天神古墳の研究』島根大学考古学研究室調査報告第17冊 2018

島根005
島根県教育委員会・
島根県立八雲立つ風土記の丘

『御崎山古墳の研究』島根県立八雲立つ風土記の丘研究紀要Ⅲ 1996

島根006 島根県教育委員会 『出雲岡田山古墳』 1987

島根007 出雲市教育委員会 『中村1号墳』出雲市の文化財報告15 2011

島根008 内田律雄・曳野律夫・松本岩雄
「出雲市上塩冶町半分古墳墳丘測量報告」『島根考古学会誌第36集、島根考古
学会

2019

島根009
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『菅田横穴墓群　薦沢砦跡』 2005

島根010
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『奥山古墳群発掘調査報告書』 2001

島根011
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『北小原古墳群発掘調査報告書』 2000

島根012
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『袋尻遺跡群発掘調査報告書』 1998

島根013
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『菅沢谷横穴群』 1994

島根014
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『大井・西尾地区農道整備関係遺跡発掘調査概要報告書』 1996

島根015
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『西尾地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書』

1999

島根016
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『向山古墳群発掘調査概要報告書』 1996

島根017
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『敷居谷古墳群発掘調査報告書2』 1995

島根018
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『筆ノ尾横穴群発掘調査報告書』 1995

島根019 松江市教育委員会 『田和山古墳群発掘調査概報』 1991

島根020 松江市教育委員会 『二名留遺跡発掘調査報告書』 1995

島根021 松江市教育委員会 『向荒神古墳発掘調査報告書』 1992

島根022 松江市教育委員会 『山崎古墳』 1984

島根023 松江市教育委員会 『上浜弓1号墳他発掘調査報告書』 1993

島根024
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『白岸古墳群』 2018

島根025
松江市教育委員会・
公益財団法人松江市スポーツ・文化振
興財団

『海崎古墳群』 2018

島根026
松江市教育委員会・
財団法人松江市教育文化振興事業団

『キコロジ遺跡発掘調査報告書』 2011

島根027 松江市教育委員会 『高田尾横穴墓』 2009

島根028 東出雲町教育委員会 『寺床遺跡調査概報』 1983

島根029 東出雲町教育委員会 『岩屋1号墳・中意東遺跡』 1997

島根030 東出雲町教育委員会 『古城山遺跡』 2008

島根031 八雲村教育委員会 『増福寺古墳群発掘調査報告書』 1981

島根032 八雲村教育委員会 『中山2号墳　中山五輪塔群』 1982

島根033 島根町教育委員会 『宮尾横穴群』 1990

島根034 広瀬町教育委員会 『経負坂古墳群Ⅱ』 2003

島根035 広瀬町教育委員会 『足子谷横穴墓』 1997

島根036 伯太町教育委員会 『青垣神社横遺跡』 2003

島根037 安来市教育委員会 『黒鳥2号横穴発掘調査報告書』 1983

島根038 安来市教育委員会 『八神横穴墓群』 2001

島根039 安来市教育委員会 『永昌寺の谷遺跡　高倉遺跡』 2008

島根040 平田市教育委員会 『南許豆神社古墳群Ⅰ』 1990
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島根041 斐川町教育委員会 『御射山横穴発掘調査報告書』 1982

島根042 出雲市教育委員会 『西谷15・16号墓発掘調査報告書』 1993

島根043 出雲市教育委員会 『池田古墳』 2001

島根044 出雲市教育委員会 『上塩冶横穴墓群　第3支群』 2018

島根045 出雲市教育委員会 『上塩冶横穴墓群　第40支群』 2016

島根046 出雲市教育委員会 『出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集　上島古墳出土遺物ほか』 2007

島根047 出雲市教育委員会 『出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書第15集　上塩冶横穴墓群第39支群ほか』 2005

島根048 出雲市教育委員会 『出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書第13集　上塩冶横穴墓群第8支群』 2003

島根049 出雲市教育委員会 『出雲市埋蔵文化財発掘調査報告書第14集　上塩冶横穴墓群第33支群』 2004

島根050 出雲市教育委員会 『小浜山横穴墓群』 1996

島根051 花谷浩 『出雲における県（あがた）の歴史考古学的研究』 2008

島根052 大東町教育委員会 『寺谷尻古墳・段たたら跡』 1996

島根053 木次町教育委員会 『下布施横穴墓群　案久寺遺跡』 2002

島根054 仁多町教育委員会 『川子原横穴ほか』 2005

島根055 奥出雲町教育委員会 『天狗松横穴群ほか』 2010

島根056 大田市教育委員会 『諸友大師山横穴群』 1983

島根057 石見町教育委員会 『中山古墳群―平成5年度実態調査概要報告書―』 1994

島根058 旭町教育委員会 『山ノ内28号墳　発掘調査報告書』 1991

島根059 浜田市教育委員会 『史跡周布古墳　蔵地宅後古墳　市史跡金田1号墳』 2008

島根060 浜田市教育委員会 『蔵地宅後古墳』 2008

島根061 益田市教育委員会 『小丸山古墳発掘調査報告書』 1990

島根062 隠岐島前教育委員会 『今浦横穴群発掘調査報告書』 1993

島根063 隠岐島後教育委員会 『ニマ横穴群発掘調査報告書』 2000

島根064 隠岐の島町教育委員会 『大座西遺跡発掘調査報告書』 2006

島根065 宍道町教育委員会 『宍道町歴史史料集（古墳時代編Ⅰ）』 1993

島根066 宍道町教育委員会 『小松古窯跡群範囲確認調査報告書』 1983

島根067 宍道町教育委員会 「松石古墳群」『宍道町埋蔵文化財調査報告』1 1978

島根068 鹿島町教育委員会 『奥才古墳群』 1985

島根069 八雲村文化財保護協会 『八雲村の遺跡　八雲村埋蔵文化財分布調査報告』 1978

島根070 八雲村教育委員会 『高野2号横穴発掘調査報告書』 1980

島根071 松江市教育委員会 『史跡金崎古墳群』 1983

島根072 松江市教育委員会
『松江圏都市計画事業乃木土地区画整理事業区画内埋蔵文化財包蔵地発掘調
査報告書』

1983

島根073 松江市教育委員会 『二名留古墳群発掘調査報告書』 1992

島根074 出雲市教育委員会 『地蔵堂横穴墓群発掘調査報告書』 1994

島根075 出雲市教育委員会 『西谷横穴墓群第2支群発掘調査報告書』 2007

島根076 安来市教育委員会 『荒島古墳群発掘調査報告書ー大成古墳第4・5次発掘調査ー』 1999

島根077 佐田町教育委員会 『尾崎横穴群発掘調査報告書』 1988

島根078 三刀屋町教育委員会 『東下谷横穴群発掘調査報告書』 1984

島根079 仁多町教育委員会 『武者山遺跡　丸子山古墳群』 1995

島根080 隠岐島前教育委員会 『物井横穴墓群』 1995

島根081 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第Ⅰ集』 1969

島根082 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第Ⅱ集』 1970

島根083 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第Ⅳ集』 1972

島根084 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第Ⅴ集』 1974

島根085 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第Ⅹ集』 1983

島根086 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第ⅩⅤ集』 1989

島根087 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第ⅩⅦ集』 1991

島根088 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第ⅩⅡ集』 1986

島根089 島根県教育委員会 『島根県埋蔵文化財調査報告書第ⅩⅢ集』 1987

島根090 島根県教育委員会 『薄井原古墳調査報告』 1962

島根091 渡辺貞幸
「政府に報告された市内発見の古墳−『埋蔵物録』にみる松江の近代考古学−」
『松江市歴史叢書6』

2013

島根092 島根県教育委員会 『松本古墳調査報告』 1963

島根093 島根県教育委員会 『中山古墳群発掘調査概報』 1977

島根094 島根県教育委員会 『妙蓮寺山古墳調査報告』 1964

島根095 島根県教育委員会 『出雲・上塩冶地域を中心とする埋蔵文化財調査報告』 1980

島根096 島根県教育委員会 『仲仙寺古墳群発掘調査報告書−第2次緊急調査概報−』 1971

島根097 島根県教育委員会 『大田市松田谷横穴群』 1982

島根098 島根県教育委員会 『出雲岡田山古墳』 1987

島根099 島根県教育委員会 『荒船古墳群・荒船遺跡・本庄川流域条里遺跡（2）』 1998

島根100 島根県教育委員会 『馬場遺跡・杉ケ橈遺跡・客山墳墓群・連行遺跡』 2002

島根101 島根県教育委員会 『高広遺跡発掘調査報告書』 1984

島根102 島根県教育委員会 『日脚遺跡』 1985

島根103 島根県教育委員会 『古曽志遺跡群発掘調査報告書』 1989

島根104 島根県教育委員会 『田中谷遺跡・塚山古墳・下がり松遺跡・角谷遺跡』 2002

島根105 島根県教育委員会 『奥山遺跡発掘調査報告書』 1988
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島根106 島根県教育委員会
『屋敷古墳群・鋤崎古墳群・足頭古墳群・長廻古墳群・海部城跡・杓子観音Ⅰ古墳
群・杓子観音Ⅰ遺跡』

2002

島根107 島根県教育委員会
『茂芳目遺跡・布志名遺跡・大堤Ⅱ遺跡・大堤Ⅰ遺跡・樅ノ木古墳群・真野谷遺
跡・杉谷遺跡・室山遺跡』

2001

島根108 島根県教育委員会 『上野遺跡・竹ノ崎遺跡』 2001

島根109 島根県教育委員会 『湯の奥遺跡・登安寺遺跡・湯後遺跡・土井・砂遺跡』 2001

島根110 島根県教育委員会 『中国横断自動車道広島浜田線建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ』 1992

島根111 島根県教育委員会 『岸尾遺跡・島田遺跡』 1997

島根112 島根県教育委員会 『島田池遺跡・鷭貫遺跡』 1997

島根113 島根県教育委員会 『渋山池古墳群』 1998

島根114 島根県教育委員会
『一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化愛発掘調査報告書Ⅳ（越峠遺
跡・宮内遺跡）

1993

島根115 島根県教育委員会 『臼コクリ遺跡・大原遺跡』 1994

島根116 島根県教育委員会 『岩屋口南遺跡』 1996

島根117 島根県教育委員会 『平ラⅡ遺跡・吉佐山根1号墳・穴神横穴墓群』 1995

島根118 島根県教育委員会 『岩屋口北遺跡・臼コクリ遺跡（F区）』 1997

島根119 島根県教育委員会 『国道9号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ』 1976

島根120 島根県教育委員会 『国道9号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ』 1983

島根121 島根県教育委員会 『社日古墳』 2000

島根122 島根県教育委員会 『松本古墳群・大角山古墳群・すべりざこ古墳群』 1997

島根123 島根県教育委員会 『畑ノ前遺跡・浅柄Ⅱ遺跡ほか』 2005

島根124 島根県教育委員会 『御崎谷遺跡・間谷東遺跡・浅柄北古墳・間谷西Ⅱ遺跡・間谷西古墳群』 2009

島根125 島根県教育委員会 『上塩冶横穴群第20・21支群』 1995

島根126 島根県教育委員会 『大井谷石切場跡・上塩冶横穴墓群第14・15・16支群』 1997

島根127 山本清 「西山陰の横穴について」『島根大学論集』８号 1958

島根128 大谷晃二・清野孝之 「安来市毘売塚古墳の再検討」『島根考古学会誌』第13集 1996

島根129 島根県古代文化センター 『宮山古墳群の研究』 2003

島根130 出雲考古学研究会 「荒島墳墓群」『古代の出雲を考える』4 1985

島根131 八雲立つ風土記の丘 『黄金に魅せられた倭人たち』 1996

島根132 山本清 「横穴被葬者の地位をめぐって」『島根考古学会誌』第１集、島根考古学会 1984

島根133 島根県古代文化センター 『かわらけ谷横穴墓群の研究』 2001

島根134 山陰横穴墓研究会 『出雲の横穴墓　－その型式・変遷・地域性－』 1997

島根135 内山敏行・大谷晃二
「安来市鳥木横穴墓について」『八雲立つ風土記の丘』No.131、島根県立八雲立
つ風土記の丘

1995

島根136 安来市教育委員会 『長曽土壙墓群・刎畑１号墳』 2000

島根137 安来市教育委員会 『清水大日堂裏古墓発掘調査報告書』 1998

島根138 水口晶郎 「月坂放レ山5号墳」『島根考古学会誌』第20・21集合併号 2004

島根139 大谷晃二・松尾充晶
「島根県　装飾付大刀と馬具出土古墳・横穴墓一覧（改訂版）」『島根考古学会誌
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