
宮崎県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
宮崎001 宮崎県 『宮崎県史』資料編考古２ 1992

宮崎002 九州前方後円墳研究会
『第４回九州前方後円墳研究会大会　九州の横穴墓と地下式横穴墓』第Ⅱ分冊—
資料編—

2001

宮崎003 宮崎県立西都原考古博物館
『宮崎県内出土鉄製品データベース　県内出土古墳時代鉄製品集成事業報告
（Ⅰ）』宮崎県立西都原考古博物館調査研究報告書第１集

2009

宮崎004 五ヶ瀬町教育委員会 『五ヶ瀬町文化財調査報告書』第１集 1990

宮崎005 高千穂町教育委員会 『陣内遺跡　丸山石棺群　春姫登横穴墓』高千穂町文化財調査報告書第８集 1989

宮崎006 高千穂町教育委員会
『宮ノ前第２遺跡（第２・３次調査）　今狩平横穴墓群第２号横穴』高千穂町
文化財調査報告書第11集

1999

宮崎007 北方村教育委員会 『北方の古墳』 1962
宮崎008 北方町教育委員会 『上崎地区遺跡5』北方町文化財報告書第25集 2005
宮崎009 旭化成工業株式会社延岡支社 『延岡市樫山古墳群調査報告書』 1971
宮崎010 延岡市教育委員会 『延岡市古代資料収蔵目録』 1986
宮崎011 延岡市教育委員会 『延岡市文化財調査報告書Ⅰ』 1981

宮崎012 延岡市教育委員会
『平成７年度市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』延岡市
文化財調査報告書第14集

1996

宮崎013 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蔵文化財発掘調査報告書』延岡市文化
財調査報告書

1998

宮崎014 延岡市教育委員会
『平成10年度市内遺跡発掘調査に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』延岡市文化
財調査報告書第21集

1999

宮崎015 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蔵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016 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蔵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017 欠番

宮崎018 延岡市教育委員会
『上多々良遺跡（第８次）—上多々良古墳Ⅰ号墳—』延岡市文化財調査報告書第
38集

2009

宮崎019 延岡市教育委員会 『上田下遺跡』延岡市文化財報告書第44集 2011
宮崎020 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021 日向市教育委員会 『日向市遺跡詳細分布調査報告書』 1985
宮崎022 西郷村教育委員会 『小川上之原遺跡』 1997
宮崎023 木城町教育委員会 『永山古墳　山塚原古墳群(2)』木城町文化財調査報告書第２集 1990
宮崎024 木城町教育委員会 『川原木寄遺跡』木城町文化財調査報告書第3集 1993
宮崎025 欠番
宮崎026 川南町教育委員会 『川南の埋蔵文化財　遺跡詳細分布調査報告書』 1983
宮崎027 欠番
宮崎028 梅原末治 『持田古墳群』 1969
宮崎029 高鍋町教育委員会 『永谷横穴墓発掘調査報告書』 1986

宮崎030 西都市教育委員会 『囲横穴墓・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031 西都市教育委員会 『西都市・埋蔵文化財発掘調査報告書　第１集』 1985
宮崎032 西都市教育委員会 『西都市・埋蔵文化財発掘調査報告書　第２集』 1987
宮崎033 西都原古墳研究所 『西都原古墳研究所・年報』第３号 1986
宮崎034 西都原古墳研究所 『西都原古墳研究所・年報』第４号 1987
宮崎035 西都原古墳研究所 『西都原古墳研究所・年報』第８号 1992
宮崎036 新富町教育委員会 『鐙遺跡　藤掛遺跡』新富町文化財調査報告書第2集 1983
宮崎037 新富町教育委員会 『川床遺跡』新富町文化財調査報告書第５集 1986
宮崎038 新富町教育委員会 『新富町内遺跡発掘調査概要報告書』新富町文化財調査報告書第12集 1991
宮崎039 新富町教育委員会 『祇園原古墳群３』新富町文化財調査報告書第30集 2000

宮崎040 佐土原町教育委員会
『一般国道10号佐土原バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書（土器田横穴古
墳）』

1981

宮崎041 佐土原町教育委員会 『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042 宮崎市教育委員会 『下北方地下式横穴第５号』宮崎市文化財調査報告書第３集 1977
宮崎043 宮崎市教育委員会 『石ノ迫第２遺跡』宮崎市文化財調査報告書第40集 1999
宮崎044 宮崎市教育委員会 『江田原第３遺跡』宮崎市文化財調査報告書第50集 2002
宮崎045 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046 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047 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048 宮崎市教育委員会 『下北方塚原第３遺跡』宮崎市文化財調査報告書第99集 2014
宮崎049 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050 宮崎市教育委員会 『生目古墳群Ⅵ』宮崎市文化財調査報告書第113集 2016
宮崎051 宮崎市教育委員会 『北中遺跡Ⅳ』宮崎市文化財調査報告書第121集 2018
宮崎052 清武町教育委員会 『五反畑遺跡Ｂ地区』清武町埋蔵文化財調査報告書第30集 2010
宮崎053 田野町教育委員会 『高野原遺跡Ｂ・Ｃ区（２）』田野町文化財調査報告書第45集 2003
宮崎054 田野町教育委員会 『高野原遺跡Ｂ・Ｃ区（４）』田野町文化財調査報告書第50集 2004
宮崎055 国富町教育委員会 『国富町文化財調査資料』第１集 1980
宮崎056 国富町教育委員会 『国富町文化財調査資料』第２集 1982
宮崎057 国富町教育委員会 『国富町文化財調査資料』第３集 1983
宮崎058 国富町教育委員会 『国富町文化財調査資料』第４集 1986
宮崎059 欠番
宮崎060 綾町教育員会 『中迫地下式横穴墓群』 1995

宮崎061 小林市教育委員会
『東二原地下式横穴墓群　下の平地下式横穴墓』小林市文化財調査報告書第６
集

1993

宮崎062 高原町教育委員会 『立切地下式横穴墓群』高原町文化財調査報告書第１集 1991
宮崎063 高原町教育委員会 『高原町埋蔵文化財発掘調査報告書』高原町文化財調査報告書第４集 1999

宮崎064 えびの市教育委員会
『永田原遺跡　小木原遺跡群蕨地区(A・B地区）　口ノ坪遺跡』えびの市文化財
調査報告書第６集

1990

宮崎065 えびの市教育委員会 『小木原遺跡群　原田・上江遺跡群』えびの市埋蔵文化財調査報告書第16集 1996
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宮崎066 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067 えびの市教育委員会 『島内地下式横穴墓郡Ⅲ　岡元遺跡』 2009
宮崎068 えびの市教育委員会 『広畑遺跡』えびの市埋蔵文化財調査報告書第７集 1991
宮崎069 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070 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071 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072 えびの市教育委員会 『島内地下式横穴墓郡Ⅳ』えびの市埋蔵文化財調査報告書第53集 2012

宮崎073 えびの市教育委員会
『島内地下式横穴墓群Ⅴ　灰塚地下式横穴墓群』えびの市埋蔵文化財調査報告
書第54集

2017

宮崎074 えびの市教育委員会 『島内139号地下式横穴墓』えびの市埋蔵文化財調査報告書第55集 2018

宮崎075 えびの市教育委員会
『島内地下式横穴墓群Ⅵ　灰塚地下式横穴墓群Ⅱ』えびの市埋蔵文化財調査報
告書第58集

2020

宮崎076 都城市教育委員会 『都城市文化財調査報告書』第３集 1983

宮崎077 都城市教育委員会 『菓子野地下式横穴墓　築池地下式横穴墓』都城市文化財調査報告書第４集 1986

宮崎078 都城市教育委員会 『都城市文化財調査報告書』第４集 1986
宮崎079 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080 都城市教育委員会 『都城市の文化財』（改訂版） 1993

宮崎081 都城市教育委員会
『築池遺跡（第１〜４次調査）　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082 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083 都城市教育委員会 『都城市内遺跡10』都城市文化財調査報告書第132集 2017
宮崎084 高崎町教育委員会 『高崎町仮屋尾地下式古墳調査報告書』 1981
宮崎085 宮崎縣 『宮崎縣児湯郡西都原古墳調査報告』 1915
宮崎086 宮崎縣 『宮崎縣西都原古墳発掘調査報告書』 1917
宮崎087 宮崎縣内務部 『宮崎縣史蹟調査報告』第３册 1918
宮崎088 欠番
宮崎089 宮崎縣 『宮崎縣史蹟調査報告 』第七輯　東臼杵郡之部 1929
宮崎090 欠番
宮崎091 宮崎縣 『宮崎縣史蹟名称天然記念物調査報告』第10輯 1934
宮崎092 梅原末治 『宮崎縣史跡名勝天然記念物調査報告』第11輯 1941
宮崎093 宮崎縣 『宮崎縣史蹟名勝天然記念物調査報告』第13輯 1944
宮崎094 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第３輯 1958
宮崎095 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第４集 1959
宮崎096 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第５集 1960
宮崎097 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第９輯 1964
宮崎098 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第11集 1966
宮崎099 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第12輯 1967
宮崎100 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第13集 1968
宮崎101 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第14輯 1969
宮崎102 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第15集 1970
宮崎103 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第16集 1972
宮崎104 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第17集 1973
宮崎105 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第18集 1976
宮崎106 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第19集 1977
宮崎107 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第20集 1978
宮崎108 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第21集 1979
宮崎109 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第22集 1980
宮崎110 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第23集 1981
宮崎111 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第24集 1981
宮崎112 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第27集 1984
宮崎113 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第28集 1985
宮崎114 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第29集 1986
宮崎115 宮崎県教育委員会 『宮崎県文化財調査報告書』第34集 1991
宮崎116 宮崎県教育委員会 『日向遺跡調査報告書』第２輯 1955
宮崎117 宮崎県教育委員会 『九州縦貫自動車道埋蔵文化財調査報告(1)』 1972
宮崎118 宮崎県教育委員会 『九州縦貫自動車道埋蔵文化財調査報告(2)』 1973
宮崎119 宮崎県教育委員会 『蓮ヶ池横穴群調査報告』 1971
宮崎120 宮崎県教育委員会 『大萩遺跡（１）』 1974

宮崎121
宮崎県教育委員会・
宮崎県西都土木事務所

『穂北尾畑遺跡』県道延岡・西都線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 1986

宮崎122 欠番

宮崎123 宮崎県教育委員会 『崩先地下式横穴群』広域農道沿海南部地区埋蔵文化財発掘調査報告書第１集 1993

宮崎124 宮崎県教育委員会 『崩先地下式横穴墓群』 1993

宮崎125
宮崎県教育委員会・
池内横穴墓群調査整理委員会

『池内横穴墓群発掘調査整理報告書』 1997

宮崎126 宮崎県埋蔵文化財センター
『木城村古墳27号・60号横穴墓』宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第
31集

2000

宮崎127 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128 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129 宮崎県埋蔵文化財センター
『瀬戸前１号横穴墓　瓜生野村古墳30号(横穴墓)』宮崎県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書第72集

2003

宮崎130 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131 宮崎県埋蔵文化財センター 『野首第１遺跡』宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第86集 2004
宮崎132 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133 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125集 2006
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宮崎134 宮崎県埋蔵文化財センター
『平田遺跡　Ｄ地点・Ｅ地点』宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第160
集

2007

宮崎135 宮崎県埋蔵文化財センター 『楠牟礼１号地下式横穴墓』宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書180集 2008

宮崎136 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191集 2010
宮崎137 宮崎県埋蔵文化財センター 『家田古墳群・家田城跡』宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書198集 2011

宮崎138 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集

2014

宮崎139 宮崎県立西都原考古博物館
『西都原173号墳　西都原４号地下式横穴墓　西都原111号墳』特別史跡西都原
古墳群発掘調査報告書第６集

2007

宮崎140 宮崎県立西都原考古博物館 『西都原古墳群　総括報告書』平成24〜26年度西都原古墳群基礎調査報告書 2015

宮崎141 宮崎県総合博物館 『埋蔵文化財調査研究報告　１』 1987

宮崎142 田中茂 「宮崎郡田野町灰ヶ野地下式横穴」『宮崎県総合博物館　研究紀要』第１輯 1973

宮崎143 田中茂
「えびの市小木原地下式横穴３号出土品について‐地下式横穴と墳丘‐」『宮
崎県総合博物館　研究紀要』第２輯

1974

宮崎144 原田淑人 「西都原古墳調査附百塚原古墳群出土品』『考古学雑誌』第６巻第３号 1915
宮崎145 木花郷土誌編集委員会 『木花郷土誌』 1980
宮崎146 石川恒太郎 『増補　地下式古墳の研究』 1979
宮崎147 木崎原操 「小木原古墳群調査報告（第８報）」『えびの』第20号記念誌 1986
宮崎148 喜田貞吉 『日向國史』上巻 1943
宮崎149 鳥居龍蔵 『上代の日向延岡』 1935
宮崎150 沢武人 『高千穂町上田原横穴古墳調査報告』 1969
宮崎151 池畑耕一 「薩摩の考古学者　白尾国柱」『黎明館調査研究報告』第２集 1988
宮崎152 鈴木重納 「宮崎県下の原始絵画」『古代学研究』第45号 1966

宮崎153 東憲章・岡本武憲・柄本久子
「宮崎県日南市風田に所在する狐塚古墳の出土遺物」『宮崎県立西都原考古博
物館研究紀要』第２号

2006

宮崎154 田中茂
「国富町塚原地下式横穴Ａ号出土遺物‐長方板革綴衝角付冑他‐」『宮崎考
古』第3号

1977

宮崎155 茂山護・面高哲郎 「本庄28号地下式横穴」『宮崎考古』第７号 1981
宮崎156 宮崎考古学会 『宮崎考古』第８号
宮崎157 新富町教育委員会 「新富町・下屋敷１号墳発掘調査中間報告」『宮崎考古』第９号 1984
宮崎158 有馬義人 「宮崎県出土の環頭大刀集成」『宮崎考古』第17号 2001
宮崎159 欠番
宮崎160 駒井一愛 「宮崎県延岡市稲葉崎古墳」『日本考古学年報』３ 1955
宮崎161 宮崎市教育委員会 『下北方５号地下式横穴墓』宮崎市文化財調査報告書第128集 2020

宮崎162 沢田むつ代
「古墳出土の鉄刀・鉄剣の束巻きと鞘巻き‐織物などの種類と仕様‐『ＭＵＳ
ＥＵＭ』No.617

2008

宮崎163 延岡市教育委員会
『平成８年度市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』延岡市
文化財調査報告書第17集

1997

宮崎164
西都市教育委員会・西都原古墳研
究所

『宮崎県西都原古墳群調査報告書』 1983

宮崎165 立命館大学考古学論集刊行会 『鹿角製刀装具』立命館大学考古学資料集第３册 2010
宮崎166 坂本貞義編 『国富町郷土史』 1977
宮崎167 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168 高城町教育委員会 『高取原地下式横穴墓』高城町文化財調査報告書第19集 2005
宮崎169 延岡市教育委員会 『史跡 南方古墳群　保存管理計画書』 1979

宮崎170 宮崎県埋蔵文化財センター
『みやざきの古墳保護・活用事業成果報告書』宮崎県埋蔵文化財センター第255
集

2020

宮崎171 日高正晴 「日向地方の地下式墳」『考古学雑誌』第43巻第４号 1958
宮崎172 栗原文蔵 「宮崎県北諸県郡高崎町縄瀬小学校庭の地下式横穴」『九州考古学』41〜44 1971
宮崎173 都城市史編さん委員会 『都城市史　資料編　考古』 2006
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