
広島県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

広島001 福山市教育委員会
『広島県史跡 二子塚古墳発掘調査報告書‐2002年度（平成14年度）～2005年度(平成
17年度）-

2007

広島002 広島県教育委員会 『広島工業整備特別地域埋蔵文化財調査概報』 1967

広島003 広島県芦品郡新市町教育委員会
『汐首・後池－佐賀田土地区画整理事業（住宅団地）に伴う埋蔵文化財発掘調査概報
－』新市町文化財調査報告８

1996

広島004 神辺町教育委員会 『神辺町埋蔵文化財調査報告Ⅲ』 1983
広島005 神辺町教育委員会 『神辺町埋蔵文化財調査報告Ⅴ』 1985

広島006
広島県立府中高等学校生徒会地
歴部

『古代吉備品治国の古墳について』 1967

広島007 広島県教育委員会 『長迫遺跡発掘調査報告』 1982
広島008 広島県教育委員会 『石鎚山古墳群』 1981
広島009 広島県教育委員会 『亀山遺跡-第１次発掘調査概報』 1982
広島010 広島県教育委員会 『亀山遺跡-第２次発掘調査概報』 1983
広島011 広島県立埋蔵文化財センター 『石鎚権現遺跡群発掘調査報告－C地点－』 1985
広島012 福山市教育委員会 『加茂倉田遺跡発掘調査報告書』 2000
広島013 福山市教育委員会 『一ノ井出古墳群発掘調査報告』 1982

広島014
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『法成寺サコ遺跡　法成寺本谷古墳』 1998

広島015
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『駅家加茂地区内陸型複合団地造成事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書』 1999

広島016 福山市教育委員会 『才町茶臼山遺跡』 1999
広島017 広島県教育委員会 『県営駅家住宅地団地造成地内埋蔵文化財発掘調査報告』 1976

広島018
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『城山 新市地区土地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告』 1996

広島019
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ』 1991

広島020 福山市 『福山市史』上巻 1963
広島021 脇坂光彦（芸備友の会） 「府中市中須町大字寺迫字旅出土の鏡」『芸備』３ 1975
広島022 府中市教育委員会 『府中市内遺跡』14 2010
広島023 府中市教育委員会 『寺山遺跡発掘調査報告』 1979
広島024 府中市教育委員会 『矢谷遺跡・古墳群』 2001
広島025 尾道市教育委員会 『御調川流域の古墳』 2007
広島026 広島県教育委員会 『堂垣内遺跡発掘調査報告』 1977
広島027 尾道文化財協会 『大想田山古墳』 1999
広島028 尾道市教育委員会 『尾道市内遺跡－尾道遺跡ほか埋蔵文化財調査概要－2005年度』 2007
広島029 東城町教育委員会 『川東大仙山古墳群－第６号・第９号古墳発掘調査報告書－』 1994
広島030 犬塚古墳群発掘調査団 『犬塚古墳群発掘調査報告書』 1980
広島031 広島大学文学部考古学研究室 『中央山古墳群の発掘調査』 1978

広島032
広島県東城町教育委員会・広島大
学文学部考古学研究室

『大迫山第１号古墳』 1989

広島033
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『雨連古墳発掘調査報告書』 1998

広島034 広島県教育委員会 『大風呂古墳発掘調査概報』 1976
広島035 広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告30』 2014
広島036 広島県庄原市教育委員会 『広島県史跡 唐櫃古墳』 2000
広島037 （財）広島県埋蔵文化財センター 『金田第２号古墳発掘調査報告書』 1999
広島038 広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告16』 2011
広島039 広島県教育委員会 『広島県文化財調査報告』第７集 1967
広島040 広島県教育委員会 『中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告１』 1978
広島041 広島県教育委員会 『中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告２』 1979
広島042 広島県教育委員会 『境ヶ谷遺跡群』 1983
広島043 （財）広島県埋蔵文化財センター 『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ』 1994
広島044 （財）広島県埋蔵文化財センター 『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ』 1998
広島045 甲奴町教育委員会 『塚ケ迫第１号古墳発掘調査報告書』 1983
広島046 （財）広島県埋蔵文化財センター 『宮本古墳』 1988
広島047 広島県双三郡吉舎町教育委員会 『三玉大塚－調査と整備－』 1983
広島048 （財）広島県埋蔵文化財センター 『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ』 2003
広島049 （財）広島県埋蔵文化財センター 『灰塚ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ』 2003
広島050 （財）広島県埋蔵文化財センター 『皇渡古墳発掘調査報告書』 1987
広島051 （財）広島県埋蔵文化財センター 『大判・上定・殿山』 1987
広島052 （財）広島県埋蔵文化財センター 『植松遺跡群』 1987
広島053 広島県立埋蔵文化財センター 『糸井馬場第１号古墳』 1988
広島054 三良坂町教育委員会 『灰塚ダム水没地区遺跡群』 2004
広島055 （財）広島県埋蔵文化財センター 『岡田山第３号古墳発掘調査報告』 1984
広島056 吉舎町教育委員会 『燎東古墳』 1995
広島057 広島県教育委員会 『酒屋高塚古墳』 1983
広島058 三次市教育委員会 『三次市四拾貫小原第８号墳発掘調査概報』 1974
広島059 三次市教育委員会 『大仙大平山第21・22号古墳』 2000
広島060 広島県三次市教育委員会 『岩倉第28・33・34号古墳』 2005

広島061
特定非営利活動法人広島文化財セ
ンター

『門田敦盛第２・３・４号古墳発掘調査報告書』 2015

広島062 （財）広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告29』 2013
広島063 （公財）広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告34』 2014
広島064 （公財）広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告39』 2015
広島065 （公財）広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告41』 2015
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広島066 （公財）広島県教育事業団 『中国横断自動車道尾道松江線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告11』 2010
広島067 本村豪章（古代吉備研究会） 「広島三次市太郎丸古墳調査報告」『古代吉備』４ 1961
広島068 本村豪章（古代吉備研究会） 「広島三次市畑原開山９号古墳」『古代吉備』５ 1963
広島069 四拾貫小原発掘調査団 『四拾貫小原』 1969

広島070
広島県三次市双三郡資料総覧刊
行会

『広島県三次市双三郡資料総覧』第５篇 1974

広島071 松崎寿和 「広島県三次市神杉常楽寺古墳」『広島大学文学部紀要』第６号 1954
広島072 （財）広島県埋蔵文化財センター 『梶平塚第２号古墳発掘調査報告書』 1997
広島073 （財）広島県埋蔵文化財センター 『銭神第２・４・５号古墳発掘調査報告書』 1987
広島074 広島県教育委員会 『福礼古墳発掘調査報告』 1973
広島075 （公財）広島県教育事業団 『みたち第２・３号古墳』 2004
広島076 （財）広島県埋蔵文化財センター 『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅹ』 1994
広島077 陣べら遺跡群発掘調査団 『陣べら遺跡群発掘調査報告』 1971
広島078 三原市立図書館 『三原の古墳』 1975
広島079 豊島直博 『鉄製武器の流通と初期国家形成』 2010
広島080 西村真次 「古代吉備に於ける古墳の一型式とその残存」『人類学雑誌』44-6 1929
広島081 新市町史編纂委員会 『新市町史』資料編Ⅰ 2002
広島082 三次市史編纂委員会 『三次市史Ⅱ』 2004
広島083 古瀬清秀 「久々原第２号古墳」『芸備』26 1997
広島084 村上正名 「広島県下における史跡指定の古墳について」『広島県文化財調査報告』１ 1954
広島085 村上正名 「国成古墳」『神辺町文化財シリーズ』第１号 1965
広島086 潮見浩 「広島県尾道市黒崎山古墳」『日本考古学年報（昭和39年度）』第17号 1969
広島087 河瀬正利ほか 「広島県の主要古墳補遺」『芸備』第10集 1980
広島088 脇坂光彦 「府中市野屋の木古墳の資料」（広島県府中高校）『地歴部報』第５号 1976
広島089 脇坂光彦 「神石郡油木町赤塚古墳について」『芸備』１ 1973
広島090 本村豪章 「広島県三次市荒瀬１号古墳」『日本考古学年報（昭和33年度）』第11号 1962
広島091 広島県教育委員会 「広島県遺跡地図Ⅴ」御調郡・世羅郡編

広島092 （財）広島県埋蔵文化財センター
『石鎚権現遺跡群発掘調査報告－県営農地開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査
－』

1981

広島093 青山透
「七ツ塚第46号古墳出土の鉄鉾について」『広島県立歴史民俗資料館研究紀要』第６
集

2007

広島094 吉和村教育委員会 『田中原第４号古墳』 1992
広島095 土師埋蔵文化財発掘調査団 『土師　土師ダム水没地域埋蔵文化財発掘調査報告』1969年度 1970
広島096 広島県教育委員会 『西願寺遺跡群』 1974
広島097 広島県教育委員会 『高陽新住宅市街地開発事業地内埋蔵文化財発掘調査報告書』 1977
広島098 広島県教育委員会 『中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告3』 1982
広島099 広島県教育委員会 『酒屋高塚古墳』 1983
広島100 広島県教育委員会 『広島県遺跡地図Ⅱ（呉市・東広島市・安芸郡・賀茂郡）』 1994
広島101 広島県教育委員会 『広島県遺跡地図Ⅲ（山県郡）』 1995
広島102 広島県教育委員会 『広島県遺跡地図Ⅳ（高田郡）』 1997
広島103 広島県教育委員会 『広島県遺跡地図Ⅵ（三原市・尾道市・因島市・竹原市・豊田郡）』 1999
広島104 広島県教育委員会 『広島県遺跡地図Ⅹ（広島市）』 2004

広島105
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『法恩地南古墳』 1984

広島106
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅳ）』広島県埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書第55集

1987

広島107
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『賀茂学園都市開発整備事業地内（西高屋地区）遺跡群Ⅵ』 1991

広島108
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『石井ヶ原遺跡群』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第89集 1991

広島109
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅵ）』広島県埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書第91集

1991

広島110
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅸ）』広島県埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書第115集

1993

広島111
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅹ）』広島県埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書第129集

1994

広島112
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『金口古墳群』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第145集 1997

広島113
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『千代田流通団地造成事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書（Ⅰ）』広島県埋蔵文
化財調査センター調査報告書第148集

1997

広島114
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『東広島ニュータウン遺跡群Ⅳ』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第128集 1994

広島115
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『上安井古墳発掘調査報告書』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第191集 2001

広島116
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『柆原第２・３号古墳発掘調査報告書』広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第
194集

2001

広島117
（財）広島県埋蔵文化財調査セン
ター

『植谷遺跡・根野見遺跡・植谷古墳発掘調査報告書』広島県埋蔵文化財調査センター
調査報告書第199集

2002

広島118 広島市教育委員会 『空長古墳群発掘調査報告書』広島市の文化財第13集 1978
広島119 広島市教育委員会 『中小田古墳群』広島市の文化財第16集 1980
広島120 広島市教育委員会 『高陽台遺跡群発掘調査報告』広島市の文化財第21集 1982
広島121 広島市教育委員会 『弘住遺跡発掘調査報告』広島市の文化財第25集 1983
広島122 広島市教育委員会 『九郎杖遺跡・権地遺跡発掘調査報告』広島市の文化財第26集 1984
広島123 広島市教育委員会 『池の内遺跡発掘調査報告』広島市の文化財第32集 1985
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広島124 （財）広島市歴史科学教育事業団
『城ノ下Ａ地点遺跡発掘調査報告』（財）広島市歴史科学教育事業団調査報告書第２
集

1991

広島125 （財）広島市歴史科学教育事業団 『寺山遺跡発掘調査報告』（財）広島市歴史科学教育事業団調査報告書第19集 1997
広島126 （財）広島市歴史科学教育事業団 『梨ヶ谷遺跡発掘調査報告』（財）広島市歴史科学教育事業団調査報告書第22集 1998
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『トンガ坊城遺跡・坊主山遺跡・柳遺跡・琴平遺跡』（財）広島市未来都市創造財団発
掘調査報告書第１集

2011
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