
佐賀県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
佐賀001 種浦修 「石塚古墳群2号墳」『三重檪ノ木遺跡』 1990
佐賀002 西田巌 「川久保松原遺跡」『御手水遺跡』 1994
佐賀003 蒲原宏行　他 『金立開拓遺跡』 1984
佐賀004 佐賀市教育委員会 『金立地区・久保泉地区古墳群』 1969
佐賀005 田平徳栄 「久池井一本松遺跡」『礫石遺跡』 1989
佐賀006 木下之治・小田富士夫 「熊本山船型石棺墓」『帯隈山神籠石とその周辺』 1967
佐賀007 福田義彦 『黒土原遺跡』佐賀市教育委員会 1987
佐賀008 家田淳一 「鈴熊遺跡」『切畑遺跡』 1993
佐賀009 渡辺正気　他 『佐賀市関行丸古墳』 1958
佐賀010 古賀章彦 「大日遺跡2区」『藤附遺跡1区、大塚遺跡1区、大日遺跡2区』 1996
佐賀011 宮武正登 「大門西遺跡」『大門西遺跡』 1980
佐賀012 松尾禎作 「高畠古墳」『佐賀縣史蹟名勝天然記念物調査報告』８ 1949
佐賀013 杠一義 「藤附A遺跡」『香田遺跡』 1981
佐賀014 杠一義 「藤附K遺跡」『香田遺跡』 1981
佐賀015 田中稿二 『西谷遺跡』 1995
佐賀016 福田義彦 「西原遺跡」『西原遺跡』 1983
佐賀017 角信一郎 「琵琶原遺跡」『佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書ー1995・1996年度ー』 2000
佐賀018 東中川忠美　他 『久保泉丸山遺跡』 1986
佐賀019 松尾禎作 「森上古墳」『佐賀縣史蹟名勝天然記念物調査報告』８ 1949
佐賀020 美浦雄二 「大阪古墳群」『仁田古墳群Ⅰ』 2010
佐賀021 松尾吉高 「御手洗古墳」『御手洗古墳・鬼ノ口古墳』 1985
佐賀022 可児哲司他 「神集島」『末盧国』 1982
佐賀023 松尾吉高 「鬼ノ口古墳」『御手洗古墳・鬼ノ口古墳』 1985
佐賀024 松岡史 「その他の古墳および古墳群」『末盧国』 1982
佐賀025 岩尾峯希 『衣干古墳群』 2001
佐賀026 蒲原宏行 『経塚山古墳』 1980
佐賀027 中島直幸 『柏崎小長崎山遺跡』 1983
佐賀028 志賀智文 『桜馬場遺跡』２ 2011
佐賀029 岡崎敬他 「迫頭古墳群」『末盧国』 1982
佐賀030 小松譲 『汐井川古墳群』 2017
佐賀031 松岡史 「島田塚古墳」『末盧国』 1982
佐賀032 北波多村教育委員会 『北波多の文化財』 1991
佐賀033 松岡史 「セセリ谷古墳」『末盧国』 1982
佐賀034 中島直幸 『双水柴山古墳群』 1987
佐賀035 松岡史 「佐志古墳群　惣原古墳群」『末盧国』 1982
佐賀036 家田淳一他 『史跡谷口古墳保存整備修理事業報告』 1991
佐賀037 亀井明徳 「谷口古墳」『末盧国』 1982
佐賀038 橋口達也 「中原遺跡」『末盧国』 1982
佐賀039 小松譲 『中原遺跡Ⅳ　11区・13区の弥生時代甕棺墓の調査』 2010
佐賀040 中島直幸 『中原遺跡』 1987
佐賀041 小松譲他 『中原遺跡Ⅵ』 2012
佐賀042 高倉洋彰 「半田古墳出土品」『末盧国』 1982
佐賀043 東中川忠美 『松尾田古墳群』 1988
佐賀044 中島直幸 『湊中野遺跡』 1985
佐賀045 小松譲 「目貫古墳群」『大江前遺跡・目貫古墳群・赤の遺跡・袈裟丸城跡・岩根遺跡』 2006
佐賀046 美浦雄二 「矢作遺跡3区」『仁田古墳群2』 2011
佐賀047 小田富士夫 「横田下古墳」『末盧国』 1982
佐賀048 松尾禎作 「横田下古墳」『佐賀県史蹟名勝天然記念物調査報告』第9輯 1951
佐賀049 久山高史 「牛原原田遺跡」『牛原原田遺跡』 1994
佐賀050 湯浅満暢 『長ノ原遺跡・神山古墳』 2001
佐賀051 久山高志 「立石惣楽遺跡」『立石遺跡群』 1997
佐賀052 久山高志 「立石山田遺跡」『立石遺跡群』 1997
佐賀053 木下之治 『東十郎古墳群』 1966
佐賀054 石橋新次 『柚比遺跡群範囲確認調査6年次概報』 1984
佐賀055 徳永貞紹 「永田古墳群」『柚比遺跡群２』 2002
佐賀056 島　孝寿 『永田古墳群』 2001
佐賀057 七田忠志・松尾禎作 「BS旭自動車工場遺跡」『佐賀縣史蹟名勝天然記念物調査報告』８ 1949
佐賀058 山田正 「上ノ車地区」『新農構改善埋文報告Ⅱ』 1984
佐賀059 小松譲 「都谷遺跡」『都谷遺跡』 1991
佐賀060 小松譲 「宮西遺跡」『都谷遺跡』 1991
佐賀061 向田雅彦 『安永田遺跡』 2001
佐賀062 木下之治 『鳥栖市山浦古墳群』 1973
佐賀063 藤瀬禎博 『梅坂古墳群』 1986
佐賀064 徳永貞紹 『柚比遺跡群３』第3分冊 2003
佐賀065 西村隆司 「小城炭坑跡古墳」『東多久バイパス関係埋蔵文化財調査報告書』 1984
佐賀066 西村隆司 「大工田古墳」『撰分遺跡』 1995
佐賀067 西村隆司 『相の浦・大工田古墳群』 1995
佐賀068 服部政昭 『牟田辺遺跡（第Ⅲ次）』 1978
佐賀069 服部政昭 『牟田辺遺跡（第Ⅱ次）』 1977
佐賀070 荒谷義樹 『午戻遺跡』 2000
佐賀071 船井向洋 「第6章 古墳時代（古墳時代の形成と統一）」『伊万里市史』 2006
佐賀072 高瀬哲郎 『追分古墳』 1983
佐賀073 木下之治 『武雄市　潮見古墳』 1975
佐賀074 坂井義哉 『釈迦寺遺跡』 1990
佐賀075 原田保則 『多蛇古古墳群』 1993
佐賀076 木下之治 『武雄市玉島古墳』 1973
佐賀077 家田淳一 「東福寺遺跡」『東福寺遺跡』 1994
佐賀078 原田保則 「みやこ遺跡」『みやこ遺跡』 1986
佐賀079 浦川美恵子 『六角川改修工事埋蔵文化財報告概報』3 1983
佐賀080 木下之治 『勇猛山古墳群』 1967
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文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
佐賀081 加田隆志 『旭ヶ岡遺跡Ⅱ・鹿島城跡Ⅳ』 2017
佐賀082 木下之治 『七浦五畝田古墳群調査報告書』 1966
佐賀083 木下之治 『鹿島市史』 1974
佐賀084 木下巧 『一本松古墳群』 1970
佐賀085 田中徳栄 「一本松古墳群」『老松山遺跡』 1989
佐賀086 田中徳栄 『一本松古墳群』 1985
佐賀087 高瀬哲郎 「滝A遺跡」『老松山遺跡』 1989
佐賀088 古庄秀樹 『西谷六角遺跡』 1999
佐賀089 大橋隆司 『八幡山遺跡Ⅰ』 1995
佐賀090 高瀬哲郎 「寄居遺跡」『老松山遺跡』 1989
佐賀091 峯崎幸清 『古子遺跡』 1990
佐賀092 田平徳栄 『朝日北遺跡』 1992
佐賀093 桑原幸則 『的小淵遺跡』 1998
佐賀094 渋谷格 「猿嶽A遺跡」『切畑遺跡』 1993
佐賀095 森田孝志 『筑後川下流用水事業に係る文化財調査報告書1 野田遺跡 川寄吉原遺跡 尾崎土生遺跡』 1985
佐賀096 高瀬哲郎 『志波屋六本松乙遺跡』 1991
佐賀097 佐賀県教育委員会 『佐賀県の遺跡』 1964

佐賀098 橋口達也
「佐賀県脊振南麓における弥生社会の発展―弥生時代鉄製武器、方格規矩鏡の資料紹介を兼
ねてー」『九州考古学』41～44

1971

佐賀099 渋谷格 『吉野ヶ里遺跡―弥生時代の墓地ー（遺跡中央部・北部2）』 2016
佐賀100 渡部芳久 『吉野ヶ里遺跡―弥生時代の墳丘墓ー』 2018
佐賀101 渋谷格 『吉野ヶ里遺跡―弥生時代の集落跡ー』 2017
佐賀102 小松譲 『西石動遺跡』 1990
佐賀103 市川浩文 『戦場古墳群』 1999
佐賀104 種浦修 『西原遺跡』 1983
佐賀105 七田忠志他 『二塚山』 1979
佐賀106 金関丈夫　他 「佐賀県三津永田遺跡」『日本農耕文化の生成』 1961
佐賀107 田平徳栄 『西石動遺跡』 1990
佐賀108 鏡山猛 「基山町上野古墳」『佐賀県文化財調査報告書』第三轉 1954
佐賀109 片岡宏二 「御仮殿古墳群」『基山町史　資料編』 2011
佐賀110 山田正 『鎌浦古墳群』 1988
佐賀111 片岡宏二 「久保田遺跡」『基山町史　資料編』 2011
佐賀112 中牟田賢治 『千塔山古墳』 1978
佐賀113 片岡宏二 「中隈山遺跡」『基山町史　資料編』 2011
佐賀114 松尾禎作 『目達原古墳群調査報告書』第9輯 1950
佐賀115 七田忠昭 「Ⅳ　くずれ塚古墳」『一本谷遺跡』 1983
佐賀116 七田忠昭 『船石遺跡』 1983
佐賀117 松尾禎作 『目達原古墳群調査報告書』第9輯 1950
佐賀118 松田禎作 「大塚」『佐賀県史跡名勝天然記念物調査報告』第8輯 1949
佐賀119 渡部俊哉 『妻山古墳群4号墳』 1994
佐賀120 木下之治 『龍王崎古墳群』 1968
佐賀121 七田忠昭 『先部遺跡』 1984
佐賀122 峰松朝之 『伊福箱崎遺跡』 2009
佐賀123 古庄　秀樹 『自在遺跡　布施ヶ里遺跡』 1986
佐賀124 佐賀県立博物館 『佐賀県立博物館所蔵目録』 1993
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