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福岡001 福岡縣 史蹟名勝天然記念物調査報告書　第一輯 1925
福岡002 福岡縣 史蹟名勝天然記念物調査報告書　第三輯 1928
福岡003 福岡縣 史蹟名勝天然記念物調査報告書　第五輯 1930
福岡004 福岡縣 史蹟名勝天然記念物調査報告書　第七輯 1932
福岡005 福岡縣 史蹟名勝天然紀念物調査報告書　第九輯（史蹟の部） 1934
福岡006 福岡縣 史蹟名勝天然紀念物調査報告書　第十輯（史蹟の部） 1935
福岡007 福岡縣 史蹟名勝天然紀念物調査報告書　第十一輯（筑前王塚古墳） 1935
福岡008 福岡縣 史蹟名勝天然紀念物調査報告書　第十六輯（一貴山銚子塚古墳） 1952
福岡009 福岡県教育委員会 福岡県文化財調査報告書　第十七輯（二分冊の一） 1954
福岡010 福岡県教育委員会 福岡県文化財調査報告書　第二十一輯（嘉穂郡頴田町きょう塚古墳発掘調査報告） 1961
福岡011 福岡県教育委員会 『銀冠塚』福岡県文化財調査報告書第28集 1963
福岡012 福岡県教育委員会 『炭焼古墳群』福岡県文化財調査報告書第37集 1968
福岡013 福岡県教育委員会 『今宿古墳群』福岡県文化財調査報告書第38集 1968
福岡014 福岡県教育委員会 『片山古墳群』福岡県文化財調査報告書第46集 1970
福岡015 福岡県教育委員会 『新原,奴山古墳群』福岡県文化財調査報告書第54集 1977
福岡016 福岡県教育委員会 『三雲遺跡Ⅲ』福岡県文化財調査報告書第63集 1982
福岡017 福岡県教育委員会 『三雲遺跡Ⅳ』福岡県文化財調査報告書第65集 1983
福岡018 福岡県教育委員会 『桂川,土師古墳』福岡県文化財調査報告書第68集 1984
福岡019 福岡県教育委員会 『観音丸遺跡,向野古墳群,三船山遺跡』福岡県文化財調査報告書第71集 1985
福岡020 福岡県教育委員会 『千鳥古墳群Ⅱ』福岡県文化財調査報告書第75集 1987
福岡021 福岡県教育委員会 『仙道古墳群』福岡県文化財調査報告書第78集 1987
福岡022 福岡県教育委員会 『井牟田古墳群』福岡県文化財調査報告書第93集 1991
福岡023 福岡県教育委員会 『菩提寺古寺古墳群』福岡県文化財調査報告書第96集 1992
福岡024 福岡県教育委員会 『莵ギ坂古墳群』福岡県文化財調査報告書第106集 1993
福岡025 福岡県教育委員会 『大鎧遺跡,倉谷古墳群』福岡県文化財調査報告書第140集 1999
福岡026 福岡県教育委員会 『森原,藤坂古墳群』福岡県文化財調査報告書第148集 2000
福岡027 福岡県教育委員会 『山ノ上古墳,赤坂古墳群』福岡県文化財調査報告書第164集 2001
福岡028 福岡県教育委員会 『下町外畑遺跡,宮野蓮輪遺跡』 2004
福岡029 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅲ- 1972
福岡030 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅳ- 1974
福岡031 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅵ- 1975
福岡032 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅶ- 1976
福岡033 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅸ- 1977
福岡034 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-Ⅹ- 1977
福岡035 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅡ- 1977
福岡036 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅢ- 1977
福岡037 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅧ- 1977
福岡038 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅠ- 1978
福岡039 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅡ- 1978
福岡040 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅣ- 1978
福岡041 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅤ- 1978
福岡042 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅦ- 1979
福岡043 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅧ- 1979
福岡044 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅩ- 1979
福岡045 福岡県教育委員会 九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告-ⅩⅩⅩⅠ- 1979
福岡046 福岡県教育委員会 今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告第1集 1970
福岡047 福岡県教育委員会 今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告第2集 1971
福岡048 福岡県教育委員会 今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告第3集 1973
福岡049 福岡県教育委員会 今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告第7集 1982
福岡050 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(4) 1984
福岡051 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(5) 1984
福岡052 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(6) 1986
福岡053 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(19) 1990
福岡054 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(20) 1991
福岡055 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(23） 1992
福岡056 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(29） 1994
福岡057 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(35） 1995
福岡058 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(41） 1996
福岡059 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(44） 1997
福岡060 福岡県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財調査報告(53） 1999
福岡061 福岡県教育委員会 東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告-17- 2015
福岡062 福岡県教育委員会 東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告-23- 2015
福岡063 福岡県教育委員会 山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告第1集 1976
福岡064 福岡県教育委員会 山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告第2集 1976
福岡065 福岡県教育委員会 山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告第5集 1978
福岡066 福岡県教育委員会 山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告第9集 1978
福岡067 福岡県教育委員会 山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告第13集 1979
福岡068 福岡県教育委員会 九州新幹線関係埋蔵文化財調査報告第12集 2009
福岡069 福岡県教育委員会 岡垣バイパス関係埋蔵文化財調査報告第2集 1990
福岡070 福岡県教育委員会 佐谷,脇田山,古墳調査報告 1974
福岡071 福岡県教育委員会 椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第6集 1996
福岡072 福岡県教育委員会 椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第7集 1997
福岡073 福岡県教育委員会 椎田道路関係埋蔵文化財調査報告第9集 1997
福岡074 福岡県教育委員会 椎田バイパス関係埋蔵文化財調査報告-2- 1990
福岡075 福岡県教育委員会 豊前バイパス関係埋蔵文化財調査報告第4集 1996
福岡076 福岡県教育委員会 浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第1集 1983
福岡077 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第10集「丸隈山古墳」 1970
福岡078 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第18集「和白遺跡群」 1971
福岡079 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第26集「宝満尾遺跡」 1974
福岡080 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第41集「広石古墳群」 1977
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福岡081 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第45集「神松寺遺跡」 1978
福岡082 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第51集「夫婦塚古墳」 1980
福岡083 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第54集「吉武塚原古墳群」 1980
福岡084 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第55集「下和白塚原古墳群」 1980
福岡085 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第56集「徳永アラタ古墳群」 1980
福岡086 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第68集「重要遺跡確認調査報告書Ⅰ」 1981
福岡087 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第76集「下月隈天神森遺跡」 1981
福岡088 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第80集「藤崎遺跡」 1982
福岡089 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第97集「重留C群第1号墳」 1983
福岡090 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第108集「諸岡遺跡第14,17次調査報告」 1984
福岡091 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第114集「席田古墳群（Ⅴ）丸尾古墳」 1985
福岡092 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第118集「博多Ⅲ」 1985
福岡093 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第124集「鳥越,七隈古墳群」 1985
福岡094 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第125集「柏原遺跡群Ⅱ」 1986
福岡095 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第151集「堤ヶ浦古墳群発掘調査報告書」 1987
福岡096 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第175集「井尻B遺跡」 1988
福岡097 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第180集「羽根戸遺跡」 1988
福岡098 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第195集「広石遺跡群」 1989
福岡099 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第198集「羽根戸遺跡群」 1989
福岡100 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第209集「老司古墳」 1989
福岡101 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第214集「広石南古墳群」 1989
福岡102 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第243集「三苫京塚古墳」 1991
福岡103 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第267集「東光寺剣塚古墳」 1991
福岡104 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第301集「草場古墳群」 1992
福岡105 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第335集「タカバン塚古墳」 1993
福岡106 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第387集「飯倉唐木遺跡」 1994
福岡107 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第380集「山崎古墳群-第2次調査-」 1994
福岡108 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第390集「飯氏遺跡群2」 1994
福岡109 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第391集「志賀島,玄界島」 1995
福岡110 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第397集「博多48」 1995
福岡111 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第420集「クエゾノ遺跡」 1995
福岡112 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第436集「徳永古墳群3、女原上ノ谷製鉄址」 1995
福岡113 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第445集「持田ヶ浦古墳群2」 1996
福岡114 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第461集「吉武遺跡群Ⅷ」 1996
福岡115 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第469集「カルメル修道院内遺跡Ⅲ」 1996
福岡116 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第474集「兜塚古墳」 1996
福岡117 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第481集「大原D遺跡群1」 1996
福岡118 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第495集「三郎丸古墳群」 1996
福岡119 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第499集「谷上古墳」 1997
福岡120 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第506集「鋤崎古墳群2」 1997
福岡121 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第537集「大谷遺跡群」 1997
福岡122 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第540集「桧原遺跡」 1997
福岡123 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第579集「金武古墳群」 1998
福岡124 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第580集「吉武遺跡群Ⅹ」 1998
福岡125 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第588集「下和白後口古墳群」 1999
福岡126 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第597集「那珂22」 1999
福岡127 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第613集「入部Ⅸ」 1999
福岡128 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第614集「室見が丘」 1999
福岡129 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第617集「広石南古墳群A群」 1999
福岡130 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第650集「吉武遺跡群ⅩⅡ」 2000
福岡131 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第661集「羽根戸南古墳群第3次調査」 2001
福岡132 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第685集「入部ⅩⅠ」 2001
福岡133 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第730集「鋤崎古墳」 2002
福岡134 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第744集「元岡,桑原遺跡群2」 2003
福岡135 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第755集「下月隈鳥越遺跡,水町古墳」 2003
福岡136 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第773集「三苫4」 2003
福岡137 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第775集「吉武遺跡群ⅩⅤ」 2003
福岡138 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第823集「東油山古墳群」 2004
福岡139 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第824集「藤崎遺跡15」 2004
福岡140 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第861集「元岡,桑原遺跡群5」 2005
福岡141 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第862集「浦江古墳群1号墳」 2005
福岡142 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第908集「夫婦塚古墳2」 2006
福岡143 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第909集「元岡,桑原遺跡群6」 2006
福岡144 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第915集「羽根戸古墳群6」 2006
福岡145 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第949集「箱崎28」 2007
福岡146 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1023集「荒平古墳群1」 2009
福岡147 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1105集「元岡,桑原遺跡群18」 2011
福岡148 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1140集「入部ⅩⅣ」 2012
福岡149 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1190集「徳永B1」 2013
福岡150 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1210集「元岡,桑原遺跡群22」 2013
福岡151 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1229集「徳永B遺跡3」 2014
福岡152 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1257集「岸田遺跡2」 2015

福岡153 福岡市教育委員会
福岡市埋蔵文化財調査報告書第1285集「牛丸B遺跡1,寺ノ上遺跡1,羽根戸南古墳群
2」

2016

福岡154 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1334集「千里大久保遺跡1」 2018
福岡155 日本住宅公団 宝台遺跡 1970
福岡156 金印遺跡調査団 志賀島 1975
福岡157 岡崎工業株式会社 名子道遺跡 1972
福岡158 徳永古墳群調査会 徳永古墳群 1985
福岡159 熊添古墳調査会 干隈熊添古墳 1985
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福岡160 段谷地所開発株式会社 京ノ隈遺跡 1976
福岡161 株式会社リコー 瀬戸口古墳群 1975
福岡162 前原町教育委員会 『上鑵子遺跡群』前原町文化財調査報告書第３集 1980
福岡163 前原町教育委員会 『曽根遺跡群』前原町文化財調査報告書第７集 1982
福岡164 前原町教育委員会 『大浦遺跡群発掘調査概報』前原町文化財調査報告書第26集 1987
福岡165 前原町教育委員会 『前原地区遺跡群Ⅰ』前原町文化財調査報告書第28集 1988
福岡166 前原町教育委員会 『井原遺跡群Ⅷ』前原町文化財調査報告書第32集 1990
福岡167 前原町教育委員会 『井原遺跡群』前原町文化財調査報告書第35集 1991
福岡168 前原町教育委員会 『今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告Ⅰ』前原町文化財調査報告書第39集 1992
福岡169 前原市教育委員会 『井原地区周辺の古墳群』前原市文化財調査報告書第51集 1994
福岡170 前原市教育委員会 『井ノ浦古墳,辻ノ田古墳群』前原市文化財調査報告書第53集 1994
福岡171 前原市教育委員会 『荻浦　―古墳編―』前原市文化財調査報告書第58集 1995
福岡172 前原市教育委員会 『平原遺跡』前原市文化財調査報告書第70集 2000
福岡173 前原市教育委員会 『多久川流域の遺跡群』前原市文化財調査報告書第79集 2002
福岡174 前原市教育委員会 『井原１号墳』前原市文化財調査報告書第83集 2003
福岡175 前原市教育委員会 『三雲,井原遺跡』前原市文化財調査報告書第92集 2006
福岡176 志摩町教育委員会 『八熊製鉄遺跡　大牟田遺跡』志摩町文化財調査報告書第２集 1982
福岡177 志摩町教育委員会 『御床松原遺跡』志摩町文化財調査報告書第３集 1983
福岡178 志摩町教育委員会 『久保地古墳群』志摩町文化財調査報告書第６集 1987
福岡179 志摩町教育委員会 『引ヶ浦古墳』志摩町文化財調査報告書第19集 1997
福岡180 志摩町教育委員会 『谷古墳群』志摩町文化財調査報告書第27集 2007
福岡181 二丈町教育委員会 『萩の原古墳群』二丈町文化財調査報告書第３集 1990
福岡182 大野城市教育委員会 『牛頸中通遺跡群』大野城市文化財調査報告書第４集 1980
福岡183 大野城市教育委員会 『御陵古墳群』大野城市文化財調査報告書第13集 1984
福岡184 大野城市教育委員会 『笹原古墳』大野城市文化財調査報告書第15集 1985
福岡185 大野城市教育委員会 『牛頸塚原遺跡群』大野城市文化財調査報告書第44集 1995
福岡186 大野城市教育委員会 『牛頸梅頭遺跡群Ⅰ～第１次調査～』大野城市文化財調査報告書第60集 2007
福岡187 大野城市教育委員会 『乙金地区遺跡群10』大野城市文化財調査報告書第115集 2014
福岡188 大野城市教育委員会 『乙金地区遺跡群15』大野城市文化財調査報告書第139集 2016
福岡189 大野城市教育委員会 『乙金地区遺跡群17』大野城市文化財調査報告書第144集 2017
福岡190 大野城市教育委員会 『乙金地区遺跡群21』大野城市文化財調査報告書第157集 2017
福岡191 大野城市教育委員会 『乙金地区遺跡群23』大野城市文化財調査報告書第159集 2017
福岡192 春日市教育委員会 『一の谷遺跡』春日町文化財調査報告書第２集 1969
福岡193 春日市教育委員会 『西平塚遺跡　ナライ遺跡』春日市文化財調査報告書第10集 1981
福岡194 春日市教育委員会 『春日地区遺跡群Ⅴ』春日市文化財調査報告書第17集 1987
福岡195 春日市教育委員会 『伯玄社遺跡』春日市文化財調査報告書第35集 2003
福岡196 春日市教育委員会 『ウトグチＣ遺跡』春日市文化財調査報告書第54集 2008
福岡197 春日市教育委員会 『先ノ原遺跡ー１～３次調査ー』春日市文化財調査報告書第63集 2012
福岡198 春日市教育委員会 『寺田池北遺跡』春日市文化財調査報告書第73集 2014

福岡199 井上洋一
「東京国立博物館所蔵の福岡県春日市須玖岡本出土品解説」『奴国の首都　須玖岡
本遺跡　奴国から邪馬台国へ』春日市教育委員会

1994

福岡200 那珂川町教育委員会 『平蔵遺跡』那珂川町文化財調査報告書第５集 1980
福岡201 那珂川町教育委員会 『観音山古墳群』那珂川町文化財調査報告書第８集 1982
福岡202 那珂川町教育委員会 『カクチガ浦古墳群』那珂川町文化財調査報告書第９集 1983
福岡203 那珂川町教育委員会 『井河古墳群』那珂川町文化財調査報告書第10集 1983
福岡204 那珂川町教育委員会 『小丸古墳群』那珂川町文化財調査報告書第13集 1985
福岡205 那珂川町教育委員会 『観音山古墳群Ⅱ』那珂川町文化財調査報告書第14集 1986
福岡206 那珂川町教育委員会 『観音山古墳群Ⅲ』那珂川町文化財調査報告書第17集 1988
福岡207 那珂川町教育委員会 『カクチガ浦遺跡群』那珂川町文化財調査報告書第23集 1990
福岡208 那珂川町教育委員会 『カクチガ浦遺跡群Ⅱ』那珂川町文化財調査報告書第29集 1992
福岡209 那珂川町教育委員会 『片縄山古墳群』那珂川町文化財調査報告書第61集 2003
福岡210 那珂川町教育委員会 『野口遺跡群』那珂川町文化財調査報告書第53集 2001
福岡211 那珂川町教育委員会 『カクチガ浦遺跡群Ⅳ』那珂川町文化財調査報告書第64集 2005
福岡212 那珂川町教育委員会 『安徳台遺跡群』那珂川町文化財調査報告書第67集 2006
福岡213 太宰府町教育委員会 『太宰府町の文化財　第１集ー菖蒲浦古墳群の調査ー昭和50年度』 1976
福岡214 太宰府市教育委員会 『宮ノ本遺跡Ⅱー古墳,墳墓編ー』太宰府市の文化財第10集 1987
福岡215 太宰府市教育委員会 『高雄地区遺跡群』太宰府市の文化財第22集 1994
福岡216 筑紫野市教育委員会 『阿志岐シメノグチ遺跡（阿志岐古墳群Ａ群３号墳）』筑紫野市文化財調査報告書第１ 1972

福岡217 筑紫野市教育委員会
『杉の谷古墳群,カケ塚古墳埋蔵文化財調査報告書』筑紫野市文化財調査報告書第２,
３集

1979

福岡218 筑紫野市教育委員会
『阿志岐古墳群（阿志岐古墳群Ｂ群第21～25号墳の調査）』筑紫野市文化財調査報告
書第７集

1982

福岡219 筑紫野市教育委員会
『阿志岐古墳群（阿志岐古墳群Ｂ群26号墳の調査）』筑紫野市文化財調査報告書第12
集

1985

福岡220 筑紫野市教育委員会
『原田地区遺跡群ー原田土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報ー』筑紫
野市文化財調査報告書第37集

1993

福岡221 筑紫野市教育委員会
『隈,西小田地区遺跡群-隈,西小田土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概
報-』筑紫野市埋蔵文化財発掘調査報告書第38集

1993

福岡222 小田富士雄 「九州の圭頭大刀」『竹並遺跡　弥生,古墳』竹並遺跡調査委員会 1979
福岡223 九州大学文学部考古学研究室 『鹿部山遺跡』 1973
福岡224 古賀町教育委員会 『花見遺跡』古賀町文化財調査報告書第４集 1984
福岡225 古賀町教育委員会 『浜山,千鳥遺跡』古賀町文化財調査報告書第５集 1985
福岡226 古賀町教育委員会 『佐谷古墳群』古賀町文化財調査報告書第７集 1987
福岡227 古賀町教育委員会 『南原古墳群』古賀町文化財調査報告書第８集 1989
福岡228 古賀市教育委員会 『永浦遺跡　第１次,2次調査』古賀市文化財調査報告書第35集 2004
福岡229 古賀市教育委員会 『楠浦,中里遺跡』古賀市文化財調査報告書第38集 2005
福岡230 古賀市教育委員会 『馬渡,束ヶ浦遺跡１』古賀市文化財調査報告書第40集 2006
福岡231 古賀市教育委員会 『馬渡,束ヶ浦遺跡３』古賀市文化財調査報告書第61集 2011
福岡232 古賀市教育委員会 『青柳篠林地区』古賀市文化財調査報告書第66集 2015
福岡233 久山町教育委員会 『上ヶ原古墳群』久山町文化財調査報告書第13集 2009

3



福岡県　文献一覧

文献番号 執筆者,編集機関 文献名 刊行年
福岡234 久山町教育委員会 『山ノ神古墳』久山町文化財調査報告書第21集 2018
福岡235 志免町教育委員会 『萱場古墳群』志免町文化財調査報告書第２集 1984
福岡236 志免町教育委員会 『桝角遺跡』志免町文化財調査報告書第３集 1990
福岡237 志免町教育委員会 『松ノ尾古墳群』志免町文化財調査報告書第４集 1993
福岡238 志免町教育委員会 『七夕池古墳』志免町文化財調査報告書第12集 2001
福岡239 須恵町教育委員会 『乙植木古墳群Ⅱ』須恵町文化財調査報告書第２集 1986
福岡240 須恵町教育委員会 『ヨムギ古墳』須恵町文化財調査報告書第３集 1989
福岡241 須恵町教育委員会 『才木古墳』須恵町文化財調査報告書第４集 1990
福岡242 須恵町教育委員会 『ヲシガ浦南古墳』須恵町文化財調査報告書第５集 1993
福岡243 新宮町教育委員会 『三代須川遺跡』新宮町文化財調査報告書第１集 1984
福岡244 新宮町教育委員会 『人丸古墳』新宮町文化財調査報告書第３集 1991
福岡245 新宮町教育委員会 『大森古墳群』新宮町文化財調査報告書第５集 1997
福岡246 新宮町教育委員会 『瓜尾,梅ヶ内古墳群』新宮町文化財調査報告書第11集 1997
福岡247 新宮町教育委員会 『三代須川３号墳』新宮町文化財調査報告書第13集 1999
福岡248 新宮町教育委員会 『新徳古墳』新宮町文化財調査報告書第14集 1999
福岡249 新宮町教育委員会 『相島積石塚群』新宮町文化財調査報告書第16集 1999
福岡250 新宮町教育委員会 『瓜尾,梅ヶ内古墳群』新宮町文化財調査報告書第22集 2013
福岡251 宇美町教育委員会 『宇美観音浦』宇美町文化財調査報告書第１集 1981
福岡252 宇美町教育委員会 『神領古墳群』宇美町文化財調査報告書第３集 1984
福岡253 宇美町教育委員会 『湯湧古墳群』宇美町文化財調査報告書第４集 1984
福岡254 宇美町教育委員会 『ウソフキ遺跡』宇美町文化財調査報告書第５集 1986
福岡255 宇美町教育委員会 『正籠古墳群』宇美町文化財調査報告書第８集 1990
福岡256 宇美町教育委員会 『光正寺古墳』宇美町文化財調査報告書第14集 2001
福岡257 粕屋町教育委員会 『花ヶ浦古墳』粕屋町文化財調査報告書第13集 1997
福岡258 篠栗町教育委員会 『隈遺跡』篠栗町文化財調査報告書第１集 1981
福岡259 篠栗町教育委員会 『松浦遺跡　第２次（松浦古墳）』篠栗町文化財調査報告書第７集 2006
福岡260 篠栗町教育委員会 『松浦横穴墓群』篠栗町文化財調査報告書第８集 2014
福岡261 日本住宅公団 東郷遺跡群 1967
福岡262 稲元古墳群調査団 稲元古墳群第2期調査報告 1976
福岡263 城ヶ谷古墳群 クボタハウス株式会社,住友不動産株式会社 1977
福岡264 宗像町教育委員会 宗像町教育委員会文化財調査報告書第2集「久戸古墳群」 1979
福岡265 宗像町教育委員会 宗像町教育委員会文化財調査報告書第3集「久戸古墳群Ⅱ」 1980
福岡266 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第5集「浦谷古墳群Ⅰ」 1982
福岡267 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第6集「半田古墳群Ⅰ」 1983
福岡268 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第7集「埋蔵文化財発掘調査概報-1983年度-」 1984
福岡269 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第8集「城ヶ谷古墳群Ⅱ」 1985
福岡270 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第7集「埋蔵文化財発掘調査概報-1984年度-」 1985
福岡271 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第11集「大井三倉遺跡」 1987
福岡272 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第12集「埋蔵文化財発掘調査概報-1986年度-」 1987
福岡273 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第16集「浦谷古墳群Ⅱ」 1988
福岡274 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第24集「名残Ⅱ」 1990
福岡275 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第25集「名残Ⅲ」 1990
福岡276 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第29集「名残Ⅳ」 1991
福岡277 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第33集「王丸清瀬」 1991
福岡278 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第34集「朝町山ノ口」 1991
福岡279 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第35集「王丸清勢Ⅱ」 1992
福岡280 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第37集「平等寺向原Ⅰ」 1992
福岡281 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第38集「冨地原上瀬ヶ浦」 1994
福岡282 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第44集「王丸長谷遺跡」 1998
福岡283 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第46集「田久瓜ヶ坂」 1999
福岡284 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第52集「徳重本村」 2002
福岡285 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第56集「大井平野」 2004
福岡286 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第68集「相原古墳」 2013
福岡287 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第70集「朝町竹重」 2013
福岡288 宗像市教育委員会 宗像市文化財調査報告書第75集「大井下ノ原」 2018
福岡289 宗像神社復興期成会 沖ノ島 1958
福岡290 宗像神社復興期成会 続沖ノ島 1961
福岡291 宗像神社復興期成会 宗像沖ノ島 1979
福岡292 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第1集「清田ヶ浦古墳群」 1977
福岡293 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第3集「奴山古墳群」 1981
福岡294 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第6集「新原,奴山古墳群」 1989
福岡295 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第7集「宮司井手ノ上古墳」 1991
福岡296 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第10集「在自遺跡群Ⅱ」 1995
福岡297 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第12集「須多田古墳群」 1996
福岡298 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第13集「勝浦北部丘陵遺跡群」 1998
福岡299 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第17集「新原,奴山古墳群Ⅱ」 2001
福岡300 津屋崎町教育委員会 津屋崎町教育委員会第19集「津屋崎町内遺跡」 2002
福岡301 福岡教育大学歴史研究部考古学班 津丸,久末古墳群 1974
福岡302 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第1集「手光古墳群Ⅰ」 1981
福岡303 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第7集「古内殿古墳群」 1994
福岡304 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第9集「八並中原古墳群」 1996
福岡305 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第11集「津丸横尾遺跡」 1997
福岡306 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第14集「福間割畑遺跡」 1999
福岡307 福間町教育委員会 福間町文化財調査報告書第15集「手光古墳群Ⅱ」 1999
福岡308 福津市教育委員会 福津市教育委員会第4集「津屋崎古墳群Ⅱ」 2011
福岡309 福津市教育委員会 福津市教育委員会第6集「奴山正園古墳」 2013
福岡310 宮地獄神社 国宝宮地獄古墳出土品修理報告書 1968
福岡311 直方市教育委員会 直方市文化財調査報告書第6集「小野牟田横穴墓」 1984
福岡312 直方市教育委員会 直方市文化財調査報告書第20集「水町遺跡群」 1997
福岡313 直方市教育委員会 直方市文化財調査報告書第42集「直方市内遺跡群」 2012
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福岡314 宮田町教育委員会 宮田町文化財調査報告書第1集「高平B古墳群」 1982
福岡315 宮田町教育委員会 宮田町文化財調査報告書第3集「中有木中ノ浦古墳群」 1984
福岡316 若宮町教育委員会 若宮町文化財調査報告書第4集「竹原古墳」 1982
福岡317 若宮町教育委員会 若宮町文化財調査報告書第6集「汐井掛原古墳群」 1986
福岡318 若宮町教育委員会 若宮町文化財調査報告書第17集「原田遺跡群Ⅰ　損ヶ熊,東向原古墳群」 2003
福岡319 宮若市教育委員会 宮若市文化財調査報告書第11集「金丸西ノ浦古墳」 2017
福岡320 鞍手町教育委員会 鞍手町文化財調査報告書第1集「小牧西牟田横穴墓群」 1981
福岡321 鞍手町教育委員会 鞍手町文化財調査報告書第3集「新延大塚古墳」 1985
福岡322 鞍手町教育委員会 鞍手町文化財調査報告書第4集「安城遺跡群」 1986
福岡323 鞍手町教育委員会 鞍手町文化財調査報告書第14集「新延野田遺跡群」 2002
福岡324 鞍手町教育委員会 鞍手町文化財調査報告書第15集「国指定史跡　古月横穴墓」 2004
福岡325 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第6集「島津,塚の元古墳群」 1993
福岡326 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第7集「尾崎,天神遺跡Ⅲ」 1995
福岡327 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第8集「豊前坊古墳群,経塚」 1996
福岡328 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第13集「尾崎,天神遺跡Ⅳ」 1999
福岡329 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第18集「尾崎,天神遺跡Ⅴ　金丸遺跡Ⅱ」 2007
福岡330 遠賀町教育委員会 遠賀町文化財調査報告書第20集「鬼津横穴墓群Ⅱ」 2013
福岡331 芦屋町教育委員会 芦屋町文化財調査報告書第1集「夏井ヶ浜古墳」 1971
福岡332 岡垣町教育委員会 「東田古墳群」 1977
福岡333 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第3集「片山古墳群」 1978
福岡334 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第6集「原草場古墳群」 1986
福岡335 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第7集「高丸遺跡群」 1987
福岡336 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第13集「繩手古墳群」 1992
福岡337 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第17集「手野古墳群」 1999
福岡338 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第18集「南ノ前古墳群」 2000
福岡339 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第23集「東田古墳群Ⅱ」 2002
福岡340 岡垣町教育委員会 岡垣町文化財調査報告書第27集「高丸,友田遺跡群」 2008

福岡341
財団法人北九州市教育文化事業団
埋蔵文化財調査室

『下𠮷田古墳群』北九州市埋蔵文化財調査報告第21集 1983

福岡342
財団法人北九州市教育文化事業団
埋蔵文化財調査室

『上清水遺跡２（Ⅳ区の調査）』北九州市埋蔵文化財調査報告書第91集 1990

福岡343
財団法人北九州市教育文化事業団
埋蔵文化財調査室

『上清水遺跡Ⅱ区』北九州市埋蔵文化財調査報告書第100集 1991

福岡344
財団法人北九州市教育文化事業団
埋蔵文化財調査室

『大畠遺跡』北九州市埋蔵文化財調査報告書第200集 1997

福岡345
財団法人北九州市教育文化事業団
埋蔵文化財調査室

『蒲生寺中遺跡１（３区,４区の調査）』北九州市埋蔵文化財調査報告書第274集 2002

福岡346 北九州市埋蔵文化財調査会 高島遺跡 1976
福岡347 北九州市教育委員会 北九州市の文化財 1990
福岡348 田頭喬,小田富士雄 「北九州市,長行小学校庭の原始墳墓」『古文化談叢』14 1984
福岡349 北九州市教育委員会 『貝島古墳群』北九州市文化財調査報告書第28集 1978
福岡350 北九州市教育委員会 『昭和63年度国庫補助事業調査報告書-石井谷遺跡,こうしんのう古墳群-』 1989
福岡351 北九州市教育委員会 『南方浦山古墳』北九州市文化財調査報告書第58集 1994
福岡352 北九州市教育委員会 『牧山古墳群』北九州市文化財調査報告書第82集 1999
福岡353 北九州市教育委員会 『篠崎古墳群-１号墳の調査-』北九州市文化財調査報告書第134集 2013
福岡354 北九州市教育委員会 『八旗神社古墳群』北九州市文化財調査報告書第137集 2014
福岡355 栗崎山古墳群学術調査団 『栗崎山古墳群』(飯塚市文化財調査報告書第1集相当) 1973

福岡356 福岡県飯塚市立岩遺蹟調査委員会 『立岩遺蹟』(飯塚市文化財調査報告書第2集相当) 1977

福岡357 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第5集『小池横穴墓群』 1981
福岡358 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第8集『赤坂遺跡』 1984
福岡359 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第11集『辻古墳』 1989
福岡360 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第13集『川津遺跡群』 1990
福岡361 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第14集『川島古墳』 1991
福岡362 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第30集『川島12号墳』 2003
福岡363 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第40集『川島5号墳』 2012
福岡364 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第45集『山王山古墳』 2014
福岡365 飯塚市教育委員会 飯塚市文化財調査報告書第51集『池田横穴墓群Ⅱ』 2016
福岡366 頴田町教育委員会 頴田町文化財調査報告書第7集『城腰遺跡Ⅱ』 2002
福岡367 穂波町教育委員会 穂波町文化財調査報告書第7集『穂波地区遺跡群』 1992
福岡368 穂波町教育委員会 穂波町文化財調査報告書第8集『穂波地区遺跡群』 1993
福岡369 穂波町教育委員会 穂波町文化財調査報告書第9集『穂波地区遺跡群』 1994
福岡370 穂波町教育委員会 穂波町文化財調査報告書第12集『小正西古墳』 2000

福岡371
九州大学大学院人文科学研究院考
古学研究室

山の神古墳の研究 2015

福岡372 桂川町教育委員会 「福岡県桂川町火打塚古墳調査報告書」『桂川町誌』 1967
福岡373 太郎丸遺跡群調査会 『太郎丸遺跡群』 1987
福岡374 桂川町教育委員会 桂川町文化財調査報告書第11集『土師地区遺跡群Ⅷ』 1989
福岡375 桂川町教育委員会 桂川町文化財調査報告書第16集『平塚古墳』 1997
福岡376 嘉穂町教育委員会 嘉穂町文化財調査報告書第2集『新行坊古墳』 1981
福岡377 嘉穂町教育委員会 嘉穂町文化財調査報告書第7集『嘉穂地区遺跡群Ⅳ』 1987
福岡378 嘉穂町教育委員会 嘉穂町文化財調査報告書第10集『嘉穂地区遺跡群Ⅶアミダ遺跡』 1989
福岡379 嘉穂町教育委員会 嘉穂町文化財調査報告書第11集『嘉穂地区遺跡群Ⅷ』 1990
福岡380 稲築町教育委員会 稲築町文化財調査報告書第1集『沖出古墳』 1975
福岡381 稲築町教育委員会 稲築町文化財調査報告書第2集『沖出古墳』 1989
福岡382 碓井町教育委員会 碓井町文化財調査報告書第5集『御塚古墳』 2002
福岡383 甘木市教育委員会 『持丸古墳群』甘木市文化財調査報告書第１集 1974
福岡384 甘木市教育委員会 『神蔵古墳』甘木市文化財調査報告書第３集 1978
福岡385 甘木市教育委員会 『小田茶臼塚古墳』甘木市文化財調査報告書第４集 1979
福岡386 甘木市教育委員会 『池の上墳墓群』甘木市文化財調査報告書第５集 1979
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福岡387 甘木市教育委員会 『古寺墳墓群』甘木市文化財調査報告書第14集 1982
福岡388 甘木市教育委員会 『古寺墳墓群Ⅱ』甘木市文化財調査報告書第16集 1983
福岡389 甘木市教育委員会 『下渕名古古墳群』甘木市文化財調査報告書第41集 1998
福岡390 甘木市教育委員会 『頓田高見遺跡Ⅲ,栗山遺跡Ⅳ』甘木市文化財調査報告書第44集 1998
福岡391 甘木市教育委員会 『堤蓮町遺跡』甘木市文化財調査報告書第47集 1999
福岡392 甘木市教育委員会 『堤当正寺古墳』甘木市文化財調査報告書第49集 2000
福岡393 朝倉町教育委員会 『須川遺跡群』朝倉町文化財調査報告書第１集 1968
福岡394 朝倉市教育委員会 『須川ノケオ遺跡』朝倉市文化財調査報告書第８集 1999
福岡395 夜須町教育委員会 『梶原遺跡』夜須町文化財調査報告書第22集 1991
福岡396 夜須町教育委員会 『城山遺跡群Ⅳ』夜須町文化財調査報告書第54集 2001
福岡397 三輪町教育委員会 『乃木松古墳群』三輪町文化財調査報告書第３集 1977
福岡398 筑前町教育委員会 『琴ノ宮遺跡』筑前町文化財調査報告書第９集 2008
福岡399 筑前町教育委員会 『久間遺跡,宝楽遺跡,上林古墳』筑前町文化財調査報告書第15集 2012
福岡400 筑前町教育委員会 『東小田峯遺跡Ⅱ』筑前町文化財調査報告書第16集 2020
福岡401 筑前町教育委員会 『筑前町の考古資料』 2018
福岡402 久留米市教育委員会 『西行古墳群』久留米市文化財調査報告書第84集 1993
福岡403 久留米市教育委員会 『平成８年度　久留米市内遺跡群』久留米市文化財調査報告書第127集 1997
福岡404 久留米市教育委員会 『福聚寺古墳群』久留米市文化財調査報告書第207集 2005
福岡405 久留米市教育委員会 『平成25年度　久留米市内遺跡群』久留米市文化財調査報告書第346集 2014
福岡406 田主丸町教育委員会 『中原狐塚古墳』田主丸町文化財調査報告書　第26集 2004
福岡407 北野町教育委員会 『良積遺跡Ⅲ』北野町文化財調査報告書第12集 1999
福岡408 小郡市教育委員会 『津古内畑遺跡２次』小郡市文化財調査報告書第２集 1971
福岡409 小郡市教育委員会 『干潟遺跡』小郡市文化財調査報告書第16集 1983
福岡410 小郡市教育委員会 『三国の鼻遺跡Ⅰ』小郡市文化財調査報告書第25集 1985
福岡411 小郡市教育委員会 『横隈狐塚遺跡Ⅱ』小郡市文化財調査報告書第27集 1985
福岡412 小郡市教育委員会 『鈴隈１号墳』小郡市文化財調査報告書第49集 1988
福岡413 小郡市教育委員会 『三沢京江ヶ浦遺跡』小郡市文化財調査報告書第52集 1989
福岡414 小郡市教育委員会 『三沢古墳群Ⅰ』小郡市文化財調査報告書第62集 1990
福岡415 小郡市教育委員会 『横隈井の浦遺跡』小郡市文化財調査報告書第66集 1990
福岡416 小郡市教育委員会 『津古牟田遺跡Ⅱ』小郡市文化財調査報告書第67集 1990
福岡417 小郡市教育委員会 『津古片曽葉遺跡』小郡市文化財調査報告書第78集 1992
福岡418 小郡市教育委員会 『三沢古墳群Ⅱ』小郡市文化財調査報告書第79集 1992
福岡419 小郡市教育委員会 『苅又地区遺跡群Ⅰ』小郡市文化財調査報告書第101集 1995
福岡420 小郡市教育委員会 『花立山古墳群』小郡市文化財調査報告書第147集 2000
福岡421 小郡市教育委員会 『寺福童遺跡５』小郡市文化財調査報告書第208集 2007
福岡422 小郡市教育委員会 『津古永前遺跡』小郡市文化財調査報告書第270集 2013
福岡423 吉井町教育委員会 『若宮古墳群Ⅱ』吉井町文化財調査報告書第６集 1990
福岡424 吉井町教育委員会 『若宮古墳群Ⅲ』吉井町文化財調査報告書第19集 2005
福岡425 浮羽町教育委員会 『楠名古墳』浮羽町文化財調査報告書第２集 1987
福岡426 うきは市教育委員会 『三春大碇遺跡３』うきは市文化財調査報告書第15集 2012
福岡427 大刀洗町教育委員会 『本郷鶯塚１号墳』大刀洗町文化財調査報告書第６集 1994
福岡428 大牟田市教育委員会 『潜塚古墳』大牟田市文化財調査報告書第５集 1975
福岡429 大牟田市教育委員会 『倉永茶臼塚』大牟田市文化財調査報告書第15集 1981
福岡430 八女市教育委員会 『亀ノ甲遺跡』八女市文化財調査報告書第１集 1963
福岡431 八女市教育委員会 『管の谷窯跡群』八女市文化財調査報告書第４集 1971
福岡432 八女市教育委員会 『立山山窯跡群』八女市文化財調査報告書第５集 1972
福岡433 八女市教育委員会 『城の谷遺跡』八女市文化財調査報告書第９集 1983
福岡434 八女市教育委員会 『立山山古墳群』八女市文化財調査報告書第10集 1983
福岡435 八女市教育委員会 『童男山11,12号墳』八女市文化財調査報告書第13集 1985
福岡436 八女市教育委員会 『東館遺跡』八女市文化財調査報告書第25集 1993
福岡437 八女市教育委員会 『埋蔵文化財調査概報５』八女市文化財調査報告書第34集 1994
福岡438 立花町教育委員会 『大塚古墳』立花町文化財調査報告書第１集 1984
福岡439 立花町教育委員会 『小倉谷横穴墓群』立花町文化財調査報告書第10集 1999
福岡440 瀬高町教育委員会 『名木野古墳群』瀬高町文化財調査報告書第１集 1977
福岡441 瀬高町教育委員会 『成合寺谷１号墳』瀬高町文化財調査報告書第17集 2004
福岡442 高田町教育委員会 『濃施山』高田町文化財調査報告書第６集 2002
福岡443 広川町教育委員会 『東山古墳群』広川町文化財調査報告書第１集 1981
福岡444 広川町教育委員会 『大塚１号墳』広川町文化財調査報告書第２集 1982
福岡445 広川町教育委員会 『鬼塚古墳群』広川町文化財調査報告書第５集 1986
福岡446 広川町教育委員会 『植松古墳群』広川町文化財調査報告書第６集 1988
福岡447 広川町教育委員会 『長延,植松古墳群Ⅲ』広川町文化財調査報告書第13集 1996
福岡448 福智町教育委員会 福智町文化財調査報告書第3集『城山横穴墓群』 2014
福岡449 方城町教育委員会 方城町文化財調査報告書第5集『野添遺跡群』 1998
福岡450 金田町教育委員会 金田町文化財調査報告書第1集『神崎遺跡』 1994
福岡451 糸田町教育委員会 糸田町文化財調査報告書第2集『松ヶ迫2号墳』 1982
福岡452 糸田町教育委員会 糸田町文化財調査報告書第3集『宮山遺跡』 1998
福岡453 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第1集『狐ヶ迫横穴墓群』 1981

福岡454 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第2集『夏吉古墳群,清瀬横穴墓群,伊田狐塚横穴墓群』 1983

福岡455 田川市教育委員会 『福岡県指定史跡セスドノ古墳』 1984
福岡456 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第3集『セスドノ古墳』 1984
福岡457 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第5集『轟尾横穴墓群』 1989
福岡458 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第8集『長谷池遺跡群』 1993
福岡459 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第9集『経塚横穴墓群,古墳群』 1999
福岡460 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第11集『猫迫1号墳』 2004
福岡461 田川市教育委員会 田川市文化財調査報告書第13集『経塚遺跡Ⅱ』 2011
福岡462 大任町教育委員会 大任町文化財調査報告書第５集『稲荷山横穴墓群』 1998
福岡463 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第12集『隼人塚古墳』 1982
福岡464 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第19集『前田山遺跡』 1987
福岡465 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第31集『徳永泉古墳,徳永法師ヶ坪遺跡』 2002
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福岡466 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第32集『稲童古墳群』 2005
福岡467 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第35集『袂水古墳群』 2008
福岡468 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第40集『馬場代2号墳』 2011
福岡469 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第43集『別所古墳』 2012
福岡470 行橋市教育委員会 行橋市文化財調査報告書第50集『渡築紫古墳群（渡築紫遺跡A区）』 2014

福岡471 行橋市教育委員会
行橋市文化財調査報告書第51集『入覚大原遺跡 天サヤ池西古墳群 下崎瀬戸溝
遺跡』

2014

福岡472 行橋市史編纂委員会 行橋市史資料編原始,古代 2006
福岡473 竹並遺跡調査会 竹並遺跡 弥生,古墳 1979
福岡474 竹並遺跡調査会 竹並遺跡 横穴墓 1979
福岡475 勝山町教育委員会 勝山町文化財調査報告書第9集『久保地区遺跡群II』 2000

福岡476 福岡大学人文学部考古学研究室
福岡大学考古学研究室研究調査報告第3冊『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/佐賀県「東十郎古墳群の研究』

2004

福岡477 犀川町教育委員会 犀川町文化財調査報告書第2集『木山平遺跡』 1988
福岡478 犀川町教育委員会 犀川町文化財調査報告書第5集『古川平原古墳群』 1997
福岡479 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第5集『山口南古墳群』 1986
福岡480 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第9集『石塚山古墳発掘調査概報』 1988
福岡481 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第17集『富久遺跡Ⅱ地区』 1992
福岡482 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第20集『番塚古墳』 1993
福岡483 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第31集『岩屋古墳群』 1999
福岡484 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第35集『神田地区遺跡群I』 2002
福岡485 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第45集『百合ヶ丘古墳群』 2013
福岡486 苅田町教育委員会 苅田町文化財調査報告書第46集『尾倉北遺跡群』 2015
福岡487 かんだ郷土史研究会 郷土誌かんだ9号『豊前石塚山古墳』 1996
福岡488 みやこ町教育委員会 みやこ町文化財調査報告書第2集『みやこ町内遺跡群I』 2007
福岡489 みやこ町教育委員会 みやこ町文化財調査報告書第10集『みやこ町内遺跡群IIV』 2013
福岡490 豊津町教育委員会 豊津町文化財調査報告書第14集『北垣古墳群』 1995
福岡491 吉富町教育委員会 吉富町文化財調査報告書第1集『天仲寺古墳,広運寺古墳』 1983
福岡492 吉富町教育委員会 吉富町文化財調査報告書第3集『楡生古墳』 1991
福岡493 上毛町教育委員会 上毛町文化財調査報告書第3集『恵良古墳群,今蔵遺跡,縄手遺跡』 2006

福岡494 上毛町教育委員会
上毛町文化財調査報告書第18集『大久保楢迫4号墳,ガサメキ古墳群,緒方1号
墳』

2014

福岡495 新吉富村教育委員会 新吉富村文化財調査報告書第4集『桑野題古墳』 1989
福岡496 新吉富村教育委員会 新吉富村文化財調査報告書第5集『宇野台古墳』 1990
福岡497 太平村教育委員会 太平村文化財調査報告書第1集『上ノ熊古墳群』 1978
福岡498 太平村教育委員会 太平村文化財調査報告書第2集『穴ヶ葉山南古墳群』 1984
福岡499 太平村教育委員会 太平村文化財調査報告書第3集『穴ヶ葉山古墳群』 1985
福岡500 太平村教育委員会 太平村文化財調査報告書第8集『穴ヶ葉山遺跡』 1993
福岡501 太平村教育委員会 太平村文化財調査報告書第9集『能満寺古墳群』 1994

福岡502 太平村教育委員会
太平村文化財調査報告書第11集『下唐原大久保楢迫遺跡,下唐原大久保遺跡,下
唐原西方遺跡,下唐原龍右衛門遺跡』

2001

福岡503 吉井町教育委員会 吉井町文化財調査報告書第1集『塚堂古墳』 1982
福岡504 福岡市教育委員会 福岡市埋蔵文化財調査報告書第1381集「元岡・桑原遺跡群33」 2019
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