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� 平成 21年度の埋蔵文化財調査事業

１) 平成21年度埋蔵文化財調査の概要

平成21年度の発掘調査等の動向 (表１)

平成��年度の民間開発・市公共事業に伴う埋蔵文化財包蔵地の事前照会は計���件 (民間開発���件､ 市公共

事業��件) あり､ 予備調査 (試掘・確認) は��件 (民間開発��件､ 市公共事業��件､ 県公共事業２件)､ 発掘調

査は２件実施した｡

発掘調査は､ 県公共事業と市公共事業に伴うものが１件ずつあり､ そのどちらともが道路建設に伴うものであっ

た｡ そのほか､ 公園管理道路整備事業に先立つ月隈城跡・月隈横穴群の予備調査などを実施している｡

平成��年度と比較して明瞭なのは､ 民間開発に係る事前照会件数の減である｡ ��年度後半からの世界的な不況

の影響のためか､ ��年度前半の照会件数は前年の約半数となっており､ 年間で��件ほど減っている｡ なお､ 試掘

(確認)・立会などの予備調査件数は､ ��年度とほぼ同数の数値である｡ 発掘調査の件数に関しては､ 大企業の工

場進出に付帯する調査などがあった前年度に比べ､ ２件と大幅に減っている｡

平成21年度の発掘調査の内容 (表２)

この１年間で本調査を行ったのは､ 市の東南部の五馬高原に存在するノヲガケ遺跡と日田盆地の東部に存在する

大波羅遺跡の２遺跡である｡

ノヲガケ遺跡では､ ７基のおとし穴状遺構と土坑が１基確認されている｡ これらの遺構のいくつかは､ 幸運にも

掘り込み面を明確に捉えることが出来ており､ この遺構検出時の土層観察や遺構内の覆土の埋没状況の観察などか

ら､ これら遺構の時期は縄文時代前期ないしは早期末に当てられることが判っている｡

縄文時代のものとしては､ 大波羅遺跡５次調査 (Ｃ・Ｄ区) でも石器が数点確認されている｡ 大波羅遺跡では､

隣接する南側の調査区において縄文時代晩期の土器とともに複数の石器が出土していることからも､ この一帯が縄

文時代においても大いに利用されていたことを窺うことが出来ている｡ また､ ここでは､ 弥生時代の遺構と遺物も

確認されている｡

大波羅遺跡の調査においては､ 前回の調査に続いて調査区の東端に１列に並んで方形の大型柱穴群が検出されて

いる｡ 今回の調査範囲内においても､ その柱穴群の展開を掴むことは出来なかった｡ それら柱穴群の時期は､ 出土

遺物が少なく明確ではないが､ 前回と同様８世紀代と想定される｡ いずれにしても､ この地域一帯が古代の日田に

おいて､ 何らかの中心的な位置だったことが窺えた｡

111

▲ノヲガケ遺跡調査風景 ▲別府大学下村智先生調査指導風景 (大波羅遺跡) ▲大波羅遺跡発掘風景



表１ 埋蔵文化財の調査件数および調査担当者の推移

表２ 平成２１年度発掘調査一覧表

222

250

200

150

100

50

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

① ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③② ② ② ② ② ② ② ② ②① ① ① ① ① ① ① ① ①
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

����

����

����

��

�� ��
�� ��

		 

 �� 		

��		

����
����

����

����

����

���� ���� ����



		

����

����



		

����

����

��

��

���� �� 		 		 �� �� �� 

 

 

 ���� �� �� ���� �� �� ���� 		 ������ 

 ���� ���� ���� ���� 		

 		�� 		��

��





����		

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

専門職員数 3 (4) 4 4 4 4 6 5 5 5 5

嘱託職員数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

調査面積 21,254 10,552 18,663 38,827 13,309 15,736 17,836 9,407 2,654 1,292
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�) 発掘調査の概要

１. ノヲガケ遺跡 ―農道建設に伴う発掘調査―

調査地は五馬台地南東部の､ 南西から北東へ傾斜する緩斜面に

位置する｡ 調査は前年度の予備調査の結果を受け､ 遺構が存在す

る可能性が高い､ 延長��～��ｍ､ 幅約５ｍの範囲を対象とし､ ま

ず､ 予備調査において土坑の掘り込みが確認されたクロボク層ま

で機械による表土剥ぎを行うことにした｡ しかし､ この面を平面

的に把握するのは困難であったことや層中に遺物が含まれている

可能性があったことから､ 表土下の黒色土が確認された時点で機

械による掘り下げを止め､ その後は人力による検出作業を行った｡

なお､ 検出時における調査区内の標高は�����～�	
�	ｍである｡

検出作業の結果､ 予備調査で確認された１基に加え､ ７基の土

坑が確認された｡ これらの土坑は調査地の立地条件等からおとし

穴状遺構である可能性が高いと考え､ 次のような調査方法で行っ

た｡ まず､ 土坑の埋土を半掘した後､ 半掘した側を底面近くまで

掘り下げ､ 床面の精査､ 断面スライス､ 次に残りの半分の埋土を

スライスしながら完掘し､ 最後に床面の精査､ 断面スライスとい

う手順をとり､ これらの作業により､ 小ピット等の確認を行った｡

この断面・床面精査により､ 確認された８基の土坑のうち､ ７

基の土坑の土層断面や床面に逆茂木の痕跡とみられる小ピットが

数個から十数個確認されたことから､ おとし穴状遺構と判断した｡

なお､ 残り１基は通常の土坑であった｡

これらのおとし穴状遺構は､ 平面形は円形・楕円形 (卵形)・

隅丸方形の３種がみられ､ 規模は長軸が�		㎝前後のものから､

��	㎝のものもあり様々である｡ また､ 検出面からの深さについ

ても�	～��	㎝と幅がある｡ さらに小ピットの数についても､ 少

ないものは１個ないし２個のものから､ 十数個に及ぶものもある｡

今後､ これらの小ピットのうち､ どれが逆茂木痕となるか､ 深さ

や角度等の検討を行っていくことにしている｡ また､ ７基のおと

し穴状遺構の主軸方向や配置には規則性等は認められなかった｡

遺物については石鏃片などが数点出土したのみであったが､ 逆

にこの遺物の少なさが､ 調査地付近が狩場であったことを裏付け

る根拠の一つになると考えている｡

この他､ 遺構の掘下げに伴い､ 調査区全体を黄色ローム層上面

まで掘下げ､ 旧地形の把握にも努めた｡

最後におとし穴状遺構の時期についてであるが､ いずれも層位

的には､ 縄文時代早期のクロボク層上位付近から掘り込まれてい

ることから､ 早期末もしくは前期のものと考えられる｡ さらに今

回の調査においては､ 年代測定や火山灰分析､ 植生分析等も実施

しており､ アカホヤの降灰層順との関係や当時の環境復元と合わ

せて､ 今後検討を行っていく｡ (若杉)
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おとし穴状遺構発掘状況

おとし穴状遺構小ピット

作業風景

遺跡位置図 (1/10,000)

調調調査査査地地地

路路路線線線



２. 大波羅遺跡５次調査 ―都市計画道路改築に伴う発掘調査―

大波羅遺跡は､ 日田盆地の東部の沖積地に位置している｡

今回の調査区は､ 前年度調査を行ったＡ・Ｂ・Ｂ２区の北側お

よびＢ２区の西隣であった｡ 調査では､ Ｂ２区に接する南側の標

高約����ｍの低地部分をＣ区､ その北側の低丘陵の尾根部分と

みられる標高約����ｍの位置をＤ区と設定した｡

Ｃ区・Ｄ区ともに､ 前年度調査に引き続き､ 古代の所産とみら

れる柱穴や溝などが検出された｡

Ｂ２区の西側となるＣ区の南側は､ 前年度調査地と同様な低湿

地であり､ 柱穴には柱木が遺されており､ 溝からは流木はもちろん､

木を加工した際に出たとみられる木片､ さらには種子等が出土した｡

Ｃ区の北側は､ 本来は低湿地ではなく､ その北側のＤ区部分の

低丘陵が続いてあったものと思われる｡ この部分に関しては､ 後

世の水田やグラウンド造成のため他所よりもかなり削平を受けて

おり､ まともな遺構の存在は見られなかった｡

Ｄ区においても､ 過去の水田造成時に削平を受けており､ 多く

確認された柱穴をみても､ 残りの良いもので深さ約�	㎝､ 悪い

ものでは
�	��程度しか残っていなかった｡ こういった遺構の

残存状況から､ Ｄ区及びＣ区の北側の位置にあたる低丘陵の尾根

は東から西に向かって延びていたものと考えられる｡

今回の調査範囲内では､ 多くの柱穴を検出出来たものの､ 前述

した後世の削平のためか､ 建物等構造物の配置がつかめたのは､

Ｄ区の東側において１列に並んで検出された１辺
～�
㎝の方

形の大型柱穴群と掘立柱建物跡１軒のみであり､ 前年度以上の構

造物の展開は把握出来なかった｡ しかし､ Ｄ区の南端において､

大型の柱穴列の東側で初めて明確な柱穴が確認出来ている｡ いず

れにしても､ 前年度調査成果と今回確認された大型柱穴等の状況

から考えて､ この地域一帯が古代の日田においては､ 何らかの中

心的な位置だったことは間違いないものと思われる｡

また､ 今回はＤ区において弥生時代の土坑や溝が確認されてお

り､ この時代の生活域が調査区周辺に展開していたことを新たに

把握することが出来ている｡ (今田)
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Ｄ区 (南側の５分の４程度) 上空より
※写真下が北側

▲調査区遠景 (西側より)
※写真手前のグラウンドの奥がＣ区｡ その左手
(北側) がＤ区 (この空撮時は未調査)｡

������
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遺跡位置図 (1/5,000)

▲Ｃ区の柱穴 ※柱木と須恵器がみられる｡



月隈城跡・月隈横穴群 ―公園管理道路整備事業に先立つ予備調査―

遺跡は日田盆地北部の花月川右岸に位置する標高�����ｍの独

立丘陵に所在している｡ 丘陵南面には古墳時代後期の横穴墓が群

集し､ 丘陵のいたるところには近世城郭の痕跡が見られる｡

城の歴史を概観すると､ 丸山城 (別名月隈城) は､ 慶長６年

(����)､ 関ヶ原の戦後処理に伴い､ 代官小川壱岐守光氏によって

築かれた｡ 元和２年 (����) には日田藩が成立し､ 藩主石川主殿

頭忠総によって永山城として改められたものの､ その支配体制は

長くは続かず､ 石川氏転封となった寛永��年 (����) 以降は､

大名支配や代官支配が交互に入れ替わるようになり､ 貞享３年

(��		) 以降は天領地となった｡ 城は改修が行われたりしたもの

の､ 寛永��年 (���
) に作られた永山布政所と相互に利用され､

その機能を次第に代官所へと移していき､ 貞享３年以降は廃城と

なる｡

調査は､ 公園管理道路整備事業に先立ち､ 遺跡の有無や内容を

確認するための予備調査 (事前調査) として､ 当初計画されてい

た丘陵北西側のルートと南側の現道改修ルートの２計画を､ 昨年

度３月も含めて計３回に分けて実施した｡ 総トレンチ数は�	本に

及び､ 本年度調査前半の５月��日～７月��日の間は北西側ルー

ト､ 後半の７月��日～８月７日には南側ルートを実施した｡

北西側ルートでは､ 主に肥後熊本藩預時､ 寛文６年 (����) に

建設されたとされる堀と堀曲輪・土塁・石垣､ 堀曲輪から城内へ

と入る通路状の遺構､ 曲輪内からは建物跡等と想定される土坑・

ピット､ 本丸へと入る櫓門の石垣などが検出された｡ 石垣等は築

造時の痕跡を残すものの､ 寛文～貞享年間 (����～��		) 頃の改

修によるものの可能性が高いと判断された｡

南側ルートでは､ 江戸末期の神社参道建設により横穴墓の多く

が破壊を受けているものの､ 横穴墓の前庭部・墓道部分が確認さ

れ､ 出土した土器よりおおむね６世紀後半から７世紀前半頃に位

置づけられた｡ また､ 参道途中の曲輪では江戸期の土坑・ピット

などの遺構が見られ､ その他階段状の遺構や､ 城に伴う整地痕跡

と思われる箇所や石垣などが確認された｡

以上のような結果から､ 北西側ルート上には城に伴う遺構が随

所に残存していることが判明し､ 南側ルート上には参道下部に横

穴墓や城に伴う遺構が残存している箇所があることが明らかとなっ

た｡ そこで､ この取扱いについて､ 事業課と協議を重ね､ 城の価

値を損なうことのないように指導を行うとともに､ 地元への説明

会なども実施した結果､ 北西側ルートについては開発を中止し､

遺構に影響が少ない工法で実施する南側ルートの参道改修を行う

方向で協議をすすめることとなった｡ 日田の歴史を紐解く上で重

要な遺跡であることが､ 今回の調査でよりいっそう明らかとなっ

たため､ その取扱いについては今後の慎重な協議が必要である｡

(渡邉)
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遺跡位置図 (1/5,000)

櫓門の石垣

堀曲輪の石垣

曲輪で検出された遺構

横穴墓前庭部遺物出土状況



番号 遺 跡 名 事業主体 事業目的 調査場所 開発面積 調査面積 調査期間 調査区分 遺跡の時代 検出遺構 出土遺物 処置
� 城下町遺跡 民間 個人住宅建設 豆田町����� ��� �� 	��
 確認 � � � 工事実施
� 朝日ヶ丘遺跡隣接 民間 携帯電話基地局 大字小迫字鬼迫平�
��� ��� �� 	���～	��� 試掘 � � � 工事実施

 町野原遺跡隣接 民間 携帯電話基地局 大字求来里字平島��	� ��� �� 	���～	��� 試掘 � � � 工事実施
� 月隈城跡・月隈横穴群 公共 公園整備工事 丸山�丁目���ほか ��� �� 	���～	��
 確認 中世・近世 石垣・土塁・整地層ほか 弥生土器・土師器・青磁・陶磁器・瓦 発掘調査等
� 中尾原遺跡隣接 民間 分譲宅地造成 大字北豆田字ヤノム子��	���ほか�筆 ���� 
� 	��� 試掘 � � � 工事実施
� 鍛冶屋廻り遺跡 公共 歩道設置工事 大字小迫字森ノ本�����ほか ��	� �
 	
	�～	
	� 確認 � 柱穴 土器 工事実施
�	 平草遺跡 県公共 畜産施設用地造成工事 天瀬町塚田��
�ほか ��	�� ��� 	
	�～	
�
 確認 � � � 工事実施
�� － 公共 市道改良工事 大山町西大山��	���ほか �		 �� 	
	� 試掘 � � � 工事実施
�� 日田条里飛矢地区 民間 個人住宅建設 田島�丁目����� �� 
 	
�� 試掘 � � � 工事実施
�� 大波羅遺跡 公共 市道改良工事 上城内町������ほか ��		 �� 	���～	��
 確認 古墳～中世 流路・ピット・土坑 須恵器・土師器 発掘調査
�� 月隈城跡・月隈横穴群 公共 公園整備工事 丸山�丁目��� ��� �� 	���～	�	� 確認 古墳～近世 横穴墓・整地層・土坑・柱穴他 須恵器・土師器・陶磁器・瓦・銭 発掘調査等
�� 鍛冶屋廻り遺跡 公共 歩道設置工事 大字小迫字小迫����
 �	
 �� 	�	� 確認 � 溝状遺構 � 工事実施
�
 村前遺跡隣接 公共 公園整備工事 大字庄手�	����ほか 
�	 �� �	�
 試掘 � � 近代の陶磁器 工事実施
�� 法恩寺山古墳隣接 民間 分譲宅地造成 大字日高字迫�
	�� ��	� �� �	�� 試掘 � � � 工事実施
�� 日田条里三俣地区 民間 共同住宅建設 淡窓�丁目�����､�
���､�

 ���
 
� �	�� 確認 中世 溝・ピット 土師器 工事実施
�� 山口遺跡隣接 公共 中学校体育館改築工事 大字東有田字前迫��	�� ��
� �� �	�� 試掘 � � � 工事実施
�	 日田条里千躰地区 公共 小学校校舎改築工事 淡窓�丁目����� ��� ��	 �	�� 確認 � � 土師器・須恵器・瓦 工事実施
�� 日田条里千躰地区 公共 小学校校舎改築工事 淡窓�丁目����� ���� �	 ��	� 確認 � � � 工事実施
�� 祝原遺跡 民間 工場建設 大字夜明������番地ほか�筆 ���� �		 ��	�～��	
 確認 古墳・古代 溝・ピット 土師器・須恵器・縄文土器 工事実施
�� 銭渕遺跡 公共 中学校校舎改築工事 大字高瀬��� ��	 �
 ��	� 確認 � � � 工事実施
�� 日田条里宮太夫地区 民間 保育園建設 田島本町��	����	�� ��	 
 ���� 確認 � � � 工事実施
�� － 県公共 圃場整備事業 大字東有田字大石峠 ��			 ��	 ����～��	� 試掘 � � � 工事実施
�
 三和教田遺跡 民間 分譲宅地造成 大字三和字成重ノ下�	����､�	�
�� ���� �� ��	� 確認 � 溝 � 工事実施
�� 日田条里柏手地区 民間 共同住宅建設 大字渡里字柏手���� �	� �� ���� 確認 � � � 工事実施
�� 日田条里三俣地区 民間 共同住宅建設 港町�
��� ���	 �� ����～���� 確認 縄文･弥生･古墳 溝・竪穴状遺構 縄文土器・弥生土器・土師器・石器 発掘調査
�� 鍛冶屋廻り遺跡 民間 保育園建設 大字小迫字中村
�ほか ���	 ��	 	��� 確認 古墳～中世 包含層 土師器・須恵器 工事実施
�	 日田条里中ノ手地区 民間 個人住宅建設 田島�丁目�
��� ��	 � 	��� 確認 � � � 工事実施
�� 日田条里花ノ木地区 民間 共同住宅建設 大字十二町字花ノ木����������� ��
 �� 	�	� 確認 弥生・中世 土坑・ピット 弥生・土師・磁器等 工事実施
�� 本村遺跡隣接 民間 工場用地造成 大字小迫字水附�������� �

	 �� 	���～	��� 試掘 縄文～弥生 竪穴・土坑・溝・ピット 縄文・弥生土器､土師器須恵器ほか 工事実施
�� 三和教田遺跡 民間 個人住宅建設 大字三和字成重�	���� �
� � 	��� 確認 � � � 工事実施
�� 荻鶴遺跡 民間 店舗建設 大字友田�	��������� ���� 
� 	�	� 確認 � � � 工事実施
�� 日田条里北フケ地区 民間 分譲宅地造成 丸の内町��� ���� �� 	��
 確認 � � � 工事実施
�
 今泉遺跡 民間 分譲宅地造成 大字友田字寺ノ前��
�ほか�筆 
		� 
� 	��� 確認 � � � 工事実施
�� 日田条里隣接 民間 店舗建設 大字三和字五反田
��ほか�	筆 �	��� ��� 	��
 試掘 � � 工事実施

�) 予備調査・照会の概要

表３ 予備調査一覧表

表４ 照会一覧表
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番号 申請日 事業主体 申請内容 対 象 地 周知遺跡名 開発面積 備 考

� 	�	� 民間 携帯電話基地局 大字北豆田字原������ － �

� 	�	� 民間 携帯電話基地局 大字三和字朦下足������ 塚原遺跡 �

� 	�	� 民間 個人住宅建設 城町�丁目�����ほか�筆 日田条里 ��


� 	�	� 民間 店舗建設 大字求来里字東七双支���ほか － ���

� 	��	 民間 製材所増築 大字西有田字釣�����ほか�筆 － ���


 	��	 民間 個人住宅建設 大字小迫字森の本����
ほか�筆 鍛冶屋廻り遺跡 ���

� 	��	 民間 個人住宅建設 大字日高������ － 
��

� 	��� 民間 個人住宅建設 大字庄手字笠田��
��	 － ���

� 	��� 民間 個人住宅建設 大字十二町字本村
�	�� 日田条里 ��

�	 	��� 民間 店舗兼住宅建設 大字北豆田字平ノ下���	��ほか�筆 大波羅遺跡 ���

�� 	�	� 民間 個人住宅増築 大字小迫字小迫原
�����
����	 朝日ヶ丘遺跡 
�

�� 	��� 民間 個人住宅建設 大字友田字今泉���	�� 今泉遺跡 ��

�� 	��� 民間 個人住宅増築 淡窓�丁目�����の一部 日田条里 ���

�� 	��� 民間 携帯電話基地局 大字小野字牛王���� － �


�� 	��� 民間 分譲宅地造成 大字北豆田字ヤノム子��	���ほか�筆 － ����

�
 	��� 民間 携帯電話基地局 大字高瀬字上荒平������ － 


�� 	��� 民間 携帯電話基地局 大字山田字下原�	 － 


�� 	��� 民間 携帯電話基地局 大字二串字滝ヶ本����� － 


�� 	��� 民間 携帯電話基地局 天瀬町馬原字北平
����� － 


�	 	��	 民間 個人住宅建設 田島�丁目����� 日田条里 ��

�� 	��� 民間 店舗増築 大字十二町
���� － ��

�� 	��� 民間 分譲住宅建設 大字三和字峰
���� 日田条里 ���

�� 	
	� 民間 個人住宅建設 上城内町����� 慈眼山遺跡 �	�

�� 	
�� 民間 個人住宅建設 淡窓�丁目��� 日田条里 ���

�� 	
�� 民間 個人住宅建設 大字庄手字笠田��
��
 － ���
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番号 申請日 事業主体 申請内容 対 象 地 周知遺跡名 開発面積 備 考

�� ���� 民間 個人住宅建設 大字羽田字向原���� － ���

�� ���� 民間 個人住宅建設 大字小迫字小迫ノ上�	�
��ほか － ��

�� ���� 民間 分譲住宅建設 大字十二町字郷四郎	��
�� 郷四郎遺跡 ��

�� ���� 民間 事務所建設 大字三和字桑原��	
���	
� － ��

�� ���� 民間 個人住宅建設 大字日高���､���
�の一部 上井手遺跡 ���

�� ���� 民間 個人住宅増築 港町	��	�� 城下町遺跡 ��

�� ���� 民間 店舗増築 大字三和字住吉���
�ほか�筆 － ��

�� ���	 公共 公園整備 丸山２丁目２番地� 月隈城・月隈横穴群 ���

�	 ���� 民間 個人住宅建設 中央�丁目���
��の一部 － ���

�� ���	 民間 共同住宅建設 淡窓�丁目���
�ほか�筆 日田条里 ����

�� ���� 公共 滝周辺整備 天瀬町桜竹字岩ノ下���ほか�筆 － ���

�� ���� 民間 携帯電話基地局 城町�丁目	�	
� － ��

�� ���� 民間 事務所増築 大字三和��� － ��

�� ���� 民間 保育園建設 田島本町���
����
� 日田条里 	��

	� ���� 公共 歩道設置 大字小迫字小迫���
� 鍛冶屋廻り遺跡 ������

	� ���� 民間 携帯電話基地局 大字求来里字石原���
� 着来遺跡 ��

	� ���� 民間 携帯電話基地局 大字三和字下朦足����
� 塚原遺跡 �

	� ���� 公共 小学校校舎新築 淡窓�丁目���
� 日田条里 ���

		 ���� 公共 小学校校舎新築 淡窓�丁目���
� 日田条里 ����

	� ���� 公共 中学校体育館改築 大字東有田字前迫	��番地の� － ������

	� ���� 公共 中学校校舎増改築 大字高瀬���番地 銭渕遺跡 ���

	� ���� 公共 中学校校舎仮設 大字高瀬���番地 銭渕遺跡 ���

	� ���� 民間 個人住宅建設 城町�丁目		�
�� 慈眼山遺跡 ��

	� ���	 民間 個人住宅建設 大字三和字成重ノ下����
� 三和教田遺跡 ���

�� ���� 民間 個人住宅建設 大字十二町���
�の一部 日田条里 ���

�� ���� 民間 分譲宅地造成 大字日高字迫���
� － ����

�� ���� 公共 林道建設 大字西有田(三ノ宮�丁目) 柴尾遺跡・葛原遺跡 �	��

�� ���� 民間 倉庫建設 丸の内町���
�ほか�筆 一丁田遺跡 ���

�	 ���� 民間 分譲宅地造成 大字三和字成重ノ下����
�､����
� 三和教田遺跡 �	��

�� ���� 民間 携帯電話基地局 天瀬町馬原字柿穴	��	 － 	�

�� ���� 民間 共同住宅建設 淡窓�丁目���
�､���
�､��� 日田条里 ����

�� ���� 民間 車庫建設 上城内町����
�､����
� 大波羅遺跡 ��

�� ���� 民間 工場建設 大字夜明�	��
�番地ほか�筆 祝原遺跡 ����

�� ���� 民間 店舗建設 本町	�	
�ほか	筆 － ����

�� ���� 民間 電柱建設 大字庄手字松山���番� － �

�� ���� 民間 電柱建設 亀川町���
� 徳瀬遺跡 �

�� ���� 民間 電柱建設 大字庄手字笠田���番� 徳瀬遺跡 �

�� ���� 民間 電柱建設 大字庄手字松山���番� － �

�	 ���� 民間 電柱建設 大字庄手字徳瀬���番� 徳瀬遺跡 �

�� ���� 民間 電柱建設 大字庄手字徳瀬���番� － �

�� ���� 民間 個人住宅建設 大字庄手��	
	 － ��

�� ���� 民間 携帯電話基地局 天瀬町出口字玉ノ木	���
�� － �

�� ���� 公共 堆肥保管庫増築 大字三和字佛ノ迫���� － ��

�� ���� 民間 個人住宅建設 三芳小渕町��� － ���
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番号 申請日 事業主体 申請内容 対 象 地 周知遺跡名 開発面積 備 考

�� ���� 民間 個人住宅建設 東町�����､����� 城下町遺跡 ��

�� ��	� 民間 工場施設増築 大字東有田字新山	
���		 平島横穴群 �		

�	 ��	� 公共 下水道施設工事 大字花月		���番地先～大字花月������ － �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字西有田���番地先～大字西有田�
�� 日田条里 �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字二串	����番地先～大字二串����� 二串(山ノ神)遺跡 �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字三和���	番地先～大字三和����� 日田条里 �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字小迫�����地先～大字小迫����地先 鍛冶屋廻り遺跡 �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字小迫����	地先～大字小迫������地先 － �

�
 ��	� 公共 下水道施設工事 大字小迫������地先 － �

�� ��	� 公共 下水道施設工事 大字石井�����地先～大字石井���	地先 尾園遺跡 �


� ��	� 公共 下水道施設工事 大字石井�����地先～大字石井���	地先 尾園遺跡 �


� ��	� 公共 下水道施設工事 大字庄手�
����地先～大字庄手�
����地先 － �


	 ��	� 公共 下水道施設工事 上城内町������地先～上城内町������地先 大波羅遺跡 �


� ��	� 公共 散策道整備事業 大山町西大山������番地ほか － ����


� ��	� 公共 公民館建設 大字北豆田������(桂林小学校用地内) 慈眼山遺跡 ���� 次年度要予備調査


� ��	� 公共 消防センター新築 中津江村大字栃野���番地� － ����


� ��	� 公共 消防センター新築 天瀬町大字赤岩	��番地� － ��


� ��	� 民間 共同住宅建設 大字渡里字柏手���� 日田条里 ���



 ��	� 公共 市道改良工事 天瀬町馬原字草三郎����番�ほか － �


� ��	� 公共 市道改良工事 中津江村栃野 － 	���

�� ��	� 公共 市道改良工事 上津江町川原 － ���	

�� ��	� 公共 市道改良工事 天瀬町馬原字袋����番�ほか － ����

�	 ��	� 公共 市道改良工事 大字小迫字城ノ越�	�番地�ほか － ���� 次年度要予備調査

�� ��	� 公共 市道改良工事 大山町東大山	���番地�ほか － ����

�� ��	� 公共 市道改良工事 天瀬町合田	���番地�ほか － ����

�� ��	� 公共 市道改良工事 大山町西大山��
�番地�ほか － ���

�� ��	� 公共 市道改良工事 大字鶴河内���	��ほか 大肥下河内遺跡 ���

�� ��	� 公共 市道改良工事 大字鶴河内������ほか － ��	�

�
 ��	� 公共 市道改良工事 大字西有田(三ノ宮	丁目) － �����

�� ��	� 公共 市道改良工事 大字東有田(月出町) － ���

��� ��	� 公共 市道改良工事 大字高瀬字上荒平��	�番地	 － ���

��� ��	� 公共 市道改良工事 前津江町柚木字田代	���番地	 － ���

��	 ��	� 公共 市道改良工事 大字石井字宮ノ下��
番地�ほか － ��� 次年度要予備調査

��� ��	� 公共 市道改良工事 大山町西大山字長尾��
���ほか － 	
��

��� ��	� 公共 市道改良工事 大字二串字畔ナシ���番地�ほか 君迫遺跡 ����

��� ��	� 公共 企業誘致用地周辺整備 大字夜明����番地先ほか 祝原遺跡 ��
�

��� ��	� 民間 携帯電話基地局 天瀬町馬原字台�	�� － ��

��� ��	� 民間 携帯電話基地局 大山町西大山字坂ノ下������ － ��

��
 ��	� 民間 携帯電話基地局 上津江町川原字ホキノ上��
��� － ��

��� �	�	 民間 個人住宅建設 大字三和字壱町田��
�� － 	��

��� �	�� 民間 共同住宅建設 本庄町����の一部 － ���

��� �	�� 民間 携帯電話基地局 大字東有田字日向���	��� － 	��

��	 �	�� 民間 倉庫建設 大字田島字倉ヶ迫����� 会所宮遺跡 ��

��� �	�� 民間 携帯電話基地局 天瀬町出口字松山������ － ���
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番号 申請日 事業主体 申請内容 対 象 地 周知遺跡名 開発面積 備 考

��� ���� 民間 倉庫・車庫建設 大字内河野字仲原����の一部 長者原遺跡 ��

��� ���� 民間 共同住宅建設 港町��	�	 日田条里 ��
�

��� ���� 民間 携帯電話基地局 大字羽田字池ノ倉�		� － ���

��� ���� 民間 事務所・倉庫建設 大字高瀬��		��～��		�� 手崎遺跡 ������

��
 ���� 公共 公園整備事業 大字東有田(諸留町) 平島横穴墓群 �����

�� ���� 公共 公園整備事業 大字二串(君迫町) 萩尾遺跡 
�� 次年度要予備調査

��� ���� 公共 公園整備事業 大字田島��番地� － ��

��� ���� 公共 消防センター新築 大山町東大山����番地� － 	�

��� ���� 民間 保育園建設 大字小迫字中村�ほか 鍛冶屋廻り遺跡 ��
�

��	 ���
 民間 個人住宅建設 田島�丁目����� 日田条里 �	�

��� ���� 民間 共同住宅建設 大字庄手字徳瀬��������� 徳瀬遺跡 	��

��� ���
 民間 個人住宅建設 天瀬町塚田字西�
�������� － ��


��� ���	 民間 共同住宅建設 大字渡里字衣織手���� － ���

��� ���� 民間 寺院等建設 大字三和字郡町���� 日田条里 �	�

��
 ���
 民間 分譲宅地造成 大字渡里字桑ノ元������
ほか － �
�

�� ��� 公共 市道改良工事 本町������・����	・�	��� － ����


�	� ���� 民間 分譲住宅建設 大字日高字東寺����� 日高遺跡 ���

�	� ���� 民間 仮設水道 港町��	�	､��	��､��	�� 日田条里 	

�	� ���� 民間 個人住宅建設 若宮町�� － ���

�		 ���� 民間 共同住宅建設 大字十二町字花ノ木��	�����	��� 日田条里 
��

�	� ���� 公共 防災行政無線整備事業 前津江町柚木字小畑ヶ���	番地�� － ���

�	� ���� 民間 残土処理場造成 大字渡里字一木出
��ほか
筆 － ���

�	� ���� 民間 工場用地造成 大字小迫字水附��������� 本村遺跡 ����

�	� ���� 民間 個人住宅建設 三芳小渕町����� － 	��

�	
 ���� 民間 個人住宅建設 大字十二町字小北	
��� 郷四郎遺跡 ��

�	 ��� 公共 伝建地区説明看板設置 豆田町�番�号 城下町遺跡・日田条里 �

��� ��� 公共 伝建地区説明看板設置 豆田町��	番�号 城下町遺跡・日田条里 �

��� ���� 民間 個人住宅建設 田島�丁目��� 日田条里 ���

��� ���� 民間 分譲宅地造成 大字友田字寺ノ前�	��ほか
筆 今泉遺跡 ���


��	 ���� 民間 携帯電話基地局 大字鶴河内字大浦�	��� － ��

��� ���� 民間 個人住宅建設 大字三和字成重��	�� 三和教田遺跡 ���

��� ���� 民間 倉庫・車庫建設 大字田島字倉ヶ迫��	��	ほか 会所宮遺跡 ��

��� ���� 民間 店舗建設 大字友田���	�������� 荻鶴遺跡 
�
�

��� ���� 民間 店舗建設 大字三和字五反田���ほか��筆 － ����

��
 ���� 民間 分譲宅地造成 丸の内町�� 日田条里 ����

�� ���� 民間 携帯電話基地局 大字羽田字入美	�	� － ���

��� ���
 民間 個人住宅建設 大字日高字牧原��	�
ほか�筆 － ��

��� ��� 民間 個人住宅建設 大字三和字成重ノ下��	�� 三和教田遺跡 �
�

��� ��� 民間 個人住宅建設 中城町	�	､	���� 城下町遺跡 ���

��	 �	�� 民間 個人住宅建設 田島本町�	��� － ���

��� �	�� 民間 老人福祉施設建設 大字有田字小金田�����ほか�筆 － ���

��� �	� 民間 分譲宅地造成 大字庄手字中釣��	�	ほか�筆 － ���

��� �		� 民間 個人住宅建設 上城内町

�� 慈眼山遺跡 		�



� 平成 21年度の埋蔵文化財普及・啓発事業
１) 埋蔵文化財センター運営事業

平成��年度より普及啓発事業を中心とした埋蔵文化財センター運営事業を継続して行っており､ 今年度は発掘

調査速報展及び市民を対象とした考古学講座､ 体験教室､ 講演会などを実施した｡

１. 平成 20年度埋蔵文化財発掘調査速報展 (８月１日～９月11日)

平成��年度に市内で行った発掘調査の成果を市民にいち早く

公開するため遺物・写真パネルの展示を行い､ 市外からも含めて

���人の来館者があった｡

■埋蔵文化財センター見学者数

２. 考古学講座｢タイムトリップひた vol.７｣

市民を対象に､ ｢考古学｣ や ｢埋蔵文化財｣ を通して ｢地域の

歴史｣ に対する関心を深めてもらうために市内外から講師を招待

し､ 全６回の講座を実施した｡
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速報展見学風景

ミニ展示見学風景

考古学講座講義風景

古代米田植え体験

月 総見学者数 団体 個人 備考
４月 �� �	 ��

５月 ��
 ��� ��

６月 	
 �� ��

７月 �� �
 �	

８月 ��� �� ��� 速報展 (８�１～９���)
見学者数���名９月 ��� �� 	�

��月 
	 �� ��

��月 �� ０ ��

��月 ９ ０ ９
１月 ４ ０ ４
２月 �� �� ６
３月 �� �
 �	

計 ���� ��	 ��	

【主な来訪団体】新任校長・教頭研修会 (�	名：４月)､ 市立咸宜小学
校 (��名：５月)､ 市立石井小学校 (��名：５月)､ 市立桂林小学校 (��
名：６月)､ 市立朝日小学校 (��名：６月)､ 隈・庄手地区老人クラブ
(�
名：７月)､ 前津江地区老人クラブ (�	名：８月)､ 教職員初任者研
修 (��名：８月)､ 高瀬みどりの少年団 (��名：８月)､ 中の島園 (��
名：９月)､ 筑紫古代文化研究会 (��名：９月)､ 五和チャレンジスクー
ル (�	名：９月)､ 市立台小学校 (５名：��月)､ 吹上町歩こう会 (�	
名：９月)､ 北九州市立自然史・歴史博物館友の会 (��名：��月)､ 夜明
関町老友会 (��名：��月)､ 市立五馬市小学校 (��名：��月)､ くにさ
き史談会 (９名：��月)､ 市立大山中学校 (��名：２月)､ ���法人ジョ
イントリー臼杵 (��名：３月)､ 五和歴史マナビ塾 (�
名：３月)

月日 回数 内 容 講 師 受講
人数

���� 第１講
古代人の食料事情～自然の
恵み採集活動を中心に～

宮崎考古学会会長
岩永 哲夫氏

��

���� － 古代米田植え体験 文化財保護課職員 �	

�	�� 第２講
先史日田の狩人たち～考古学から
みた日本及び九州の狩猟～

宮崎県埋蔵文化財センター
松本 茂氏

��

���
 第３講 原始・古代の漁撈活動
長崎県教育庁学芸文化課
中尾 篤志氏

�	

�
�� 第４講
縄文人の知恵と技
～東名遺跡発掘調査概要～

佐賀市教育委員会文化財課
西田 巌氏

��

���� － 古代米稲刈り体験 文化財保護課職員 ��

���� 第５講
九州国立博物館等見学
バスツアー

文化財保護課職員 ��

���� 第６講
種子からみた東北アジ
アの栽培植物

熊本大学文学部准教授
小畑 弘己氏

��

※参加人数：62名



３. 考古体験・体験教室

楽しみながら先人の知恵や技に触れ､ 埋蔵文化財についての理解を深めてもらうための機会を提供する目的から､

｢火熾し体験・発掘体験・整理作業見学・展示見学・考古の話｣ などの体験メニューを各団体からの申込みにより

実施した｡

２) 埋蔵文化財の普及・啓発活動

遺跡の調査成果を広く市民に公開するため､ 調査報告会や講師の派遣､ 記念講演会や調査報告書の作成を実施した｡

１. ｢みんなで考えよう！日田豆田のシンボル月隈山｣ 調査報告と意見交換会 (10月４日開催 参加者90名)

月隈公園整備に伴って実施した月隈城跡・月隈横穴墓群の確認調査結果についての報告と､ 今後の整備について

市民の意見を広く取り入れるための意見交換会を実施し､ 併せて現地説明会を行った｡
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月 日 団 体 名 内 容 場 所 参加人数
���� 新任校長・教頭研修会 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

���	 石井小学校 展示見学､ 考古の話､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター ��

���	 咸宜小学校 展示見学､ 考古の話､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター 
�

���� 桂林小学校 展示見学､ 考古の話､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター ��

���
 朝日小学校 展示見学､ 考古の話､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター ��

���� 考古学講座生 古代米田植え体験 埋蔵文化財センター ��

���
 隈・庄手地区老人クラブ 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

���� 隈・庄手地区老人クラブ 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

�
�� 子ども１日体験記者 展示見学 埋蔵文化財センター �

�
�� 前津江地区老人クラブ 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

�
�
 教職員初任者研修 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

�
�� 高瀬みどりの少年団 展示見学 埋蔵文化財センター ��

�
�� 歴史体験教室 展示見学､ 勾玉作り､ 発掘体験､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター ��

�	�� 筑紫古代文化研究会 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

�	�� 五和公民館チャレンジスクール 展示見学､ 考古の話､ 火熾し体験 埋蔵文化財センター ��

���� 考古学講座生 古代米稲刈り体験 埋蔵文化財センター ��

���� 台小学校 展示見学､ 考古の話､ 発掘体験 埋蔵文化財センター �

���� 夜明関町老友会 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

���� 光岡ふれあいまつり 火熾し体験 光岡小学校 ��

���
 五馬市小学校 展示見学､ 考古の話､ 発掘体験 埋蔵文化財センター ��

���	 くにさき史談会 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター 	

���� 三花公民館チャレンジ倶楽部 考古の話､ 火熾し体験 三花公民館 ��

���� 大山中学校 展示見学､ 考古の話 埋蔵文化財センター ��

���� ��法人ジョイントリー臼杵 展示見学 埋蔵文化財センター �


���� 五和歴史マナビ塾 展示見学 埋蔵文化財センター �	

展示見学 (朝日小学校)

展示見学 (前津江地区老人クラブ)

火熾し体験 (石井小学校)

歴史体験教室 (勾玉作り)

整理作業見学 (五和公民館チャレンジスクール)

歴史体験教室 (発掘体験)



２. ｢古代九州の国宝｣ 記念講演会 (10月29日開催 参加者130名)

国の重要文化財に指定されている､ 日田市出土の

｢金銀錯嵌珠龍文鉄鏡｣ ｢金錯鉄帯鉤｣ が､ 九州国立

博物館で開催される 『古代九州の国宝展』 で展示さ

れることを記念し､ 九州国立博物館の赤司善彦氏を

迎えて､ ｢東アジアの中の九州そして邪馬台国問題｣

と題した講演会を開催した｡

３.講師派遣・講師依頼

講師の依頼件数は考古学講座に伴う依頼は５件､ 派遣は��件であった｡
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月日 区分 派遣・依頼先 内 容 講師
���� 派遣 石井小学校 穴観音古墳現地見学・草刈り 行時､ 塚原
���� 派遣 石井小学校 ガランドヤ古墳現地見学・写生大会 矢羽田､ 塚原
���� 派遣 自然と史跡探訪の会 五和地区文化財見学 矢羽田､ 塚原

���� 依頼 宮崎考古学会
考古学講座第１講 『古代人の食料事情～自然の
恵み採集活動を中心に～』

宮崎考古学会会長
岩永 哲夫氏

���	 依頼 宮崎県埋蔵文化財センター
考古学講座第２講 『先史日田の狩人たち～考古
学からみた日田及び九州の狩猟』

宮崎県埋蔵文化財センター
松本 茂氏

���	 派遣 放送大学大分学習センター 小迫辻原遺跡現地見学 矢羽田
�	�� 派遣 日田市公民館長会 朝日地区の文化財研修 若杉､ 塚原

�	�
 依頼 長崎県教育庁
考古学講座第３講
『原始・古代の漁撈活動』

長崎県教育庁学芸文化課
中尾 篤志氏

�
�� 派遣 佐古地区連絡協議会 ガランドヤ古墳学習会 原田､ 北村､ 矢羽田

�
�� 依頼 佐賀市教育委員会
考古学講座第４講 『縄文人の知恵と技～東名遺
跡発掘調査概要～』

佐賀市教育委員会文化財課
西田 巌氏

���	 派遣 青空会 月隈城跡・月隈横穴群現地見学 行時､ 河津

���� 依頼 熊本大学
考古学講座第６講 『種子からみた東北アジアの
栽培植物』

熊本大学文学部准教授
小畑 弘己氏

���� 派遣 夜明公民館 夜明公民館文化講座 『日田の遺跡と歴史』 渡邉､ 塚原
���
 派遣 ＴＤＫ株式会社三隈川工場 ふれあい宅配講座 『日田の遺跡について』 矢羽田､ 塚原
���� 派遣 ＴＤＫ株式会社三隈川工場 ふれあい宅配講座 『日田の遺跡について』 矢羽田､ 塚原
���� 派遣 五和公民館 五和歴史マナビ塾・五和地区史跡見学 矢羽田､ 塚原

ガランドヤ古墳見学・写生大会

夜明公民館文化講座

穴観音古墳見学・草刈り

月隈城跡現地見学

小迫辻原遺跡現地見学

五和地区史跡見学 (筏場眼鏡橋)



４. 刊行物

埋蔵文化財に関わる刊行物の今年度の発行件数は年報１件､ 調査報告書８件､ 概要リーフレット１件であった｡

３) 文化財の指定

吹上遺跡出土品が国の重要文化財に指定されることとなった｡ (遺跡は県指定史跡)

吹上遺跡出土品

(重要文化財 平成22年３月19日答申)

遺跡は日田盆地北部の通称吹上原と呼ばれる標高約

���ｍの独立した台地上に位置し､ 古くから土器片や

黒曜石などが散布する場所として知られていた｡ これ

までに��回の調査が行われているが､ 中でも平成７

年の６次調査では弥生時代中期後半の大型成人用甕棺

墓７基､ 木棺墓３基で構成される墳墓群が発掘され､

中心となる４号墓には貝輪を装着した男性人骨のほか､

銅戈・鉄剣・勾玉・管玉が副葬されていた｡ このほか

１号木棺墓には銅剣と把頭飾が副葬されるなど､ 県内

にはこうした墳墓群の例はない｡ これらの遺物はこの

地域に存在したムラが弥生時代の早い段階から北部九

州との交易を活発に行い､ ４号墓をはじめとする豪華

な副葬遺物を有する首長層を誕生させるとともに､ 中

国の史書に記載されるクニに相当するようなまとまりが日田地域においても存在したことを窺わせる資料である｡

また類例が少ない､ 貝輪の具体的な装着例をはじめとした弥生時代の葬送儀礼の実態を知る上でも欠かせない重要

な資料である｡

指定を受けた物件は以下のとおりである｡

ゴホウラ貝輪15点､ イモガイ貝輪17点､ 銅戈２点､ 銅剣 (把頭飾付) １点､ 鉄剣１点､ ガラス管玉525点

硬玉勾玉２点､ 甕棺14点
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書 名 巻次 体裁 総頁 内 容

１
平成��年度 (����年度)
日田市埋蔵文化財年報

－ �� ��
平成��年度に日田市教育委員会が行った埋蔵文化財調査事業､ 埋蔵文化
財保護事業､ 埋蔵文化財普及啓発事業などを所収｡

２ 寺ヶ迫遺跡 �� �� �	
市道建設に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 中世の掘立柱建物跡・柵列跡・
溝・柱穴等を所収｡

３
｢求来里の遺跡Ⅲ｣
小西遺跡の調査

�� �� ��
圃場整備に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 弥生時代の竪穴住居跡・竪穴遺
構・掘立柱建物跡・土坑等を所収｡

４ 鍛冶屋廻り遺跡 �� �� �	
市道改良に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 近世以降の溝状遺構・道状遺構・
土坑等を所収｡

５
中川原遺跡
－２次調査の概要－

�
 �� ��
圃場整備に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 弥生～古墳時代の集落､ 縄文時代・古代の竪
穴住居跡､ 土坑・溝等の調査についての概要及び自然科学分析結果を所収｡

６
葛原遺跡６次・
大行事遺跡�次

�� �� �
�
高圧送電線鉄塔建設に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 旧石器～縄文時代の石器・土器､
弥生時代の竪穴住居跡､ 中近世の溝・土坑・掘立柱建物跡・柱穴列等を所収｡

７ 慈眼山遺跡７次 �� �� 
�
分譲宅地造成に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 中世の掘立柱建物跡・溝・
土坑・ピット等を所収｡

８ 祇園原遺跡Ⅱ (近世墓編�) �	 �� ��
ウッドコンビナート建設に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 近世の墓��基
(内人骨を伴う墓��基) を所収｡

９ 史跡ガランドヤ古墳 － �� ��
史跡ガランドヤ古墳保存整備事業に伴い､ 平成�	年度から��年度に実施
した発掘調査・測量調査・環境調査等の成果を所収｡

�� 求来里の遺跡概要版 － �� �
圃場整備に伴う埋蔵文化財調査の成果｡ 平成��年度から��年度に求来里
地区で実施した発掘調査の概要を所収｡



４) その他

今年度､ 埋蔵文化財関連資料の借用は１件､ 貸出は３件､ 掲載依頼は５件であった｡

１. 資料借用・貸出

２. 掲載依頼

３. 資料閲覧

111555

受付月日 区分 資 料 名 借用・貸出先 目 的

���� 借用
正福寺遺跡第７次調査概要報告書・正福寺遺跡第７次調査
報告書遺構編掲載写真

久留米市 展示

���� 貸出 ガランドヤ古墳１号墳・穴観音古墳装飾壁画写真 久留米市 展示・図録掲載

���� 貸出 吹上遺跡１号経塚出土遺物 杵築市教育委員会 展示

���� 貸出 火熾し道具一式 日田子ども劇場 体験イベント

受付月日 区分 資 料 名 借用・貸出先 目 的

���� 申請 ｢居館の里 小迫辻原遺跡｣ 掲載写真 出版社 ガイドブック掲載

�	�� 申請
慈眼山遺跡､ 求来里平島遺跡Ⅱ､ 平成��年度刊行報告書及
び平成��年度日田市埋蔵文化財年報データ

日田インターネット協議会 ホームページ掲載

�
�� 申請 平成��年度日田市埋蔵文化財年報掲載写真 日田考古学同好会 会報掲載

�
�
 申請 ｢居館の里 小迫辻原遺跡｣ 掲載写真 香芝市二上山博物館 資料集掲載

���
 申請
町ノ坪遺跡Ｂ区出土遺物写真・実測図､ 金田遺跡出土遺物
写真

三芳公民館 冊子掲載

期 間 資 料 名 内 容 申 請 者 目 的

����～
����

大坪遺跡出土石器
実見､ メモ､ 写真
撮影､ スケッチ

熊本大学文学部考古学研究室
一本 尚之氏

調査・研究

�
�	 吹上遺跡ほか市内出土玉類
熟覧､ メモ､ 写真
撮影

京都大学大学院文学研究科
大賀 克彦氏

調査・研究

�
�
 赤迫遺跡出土下駄 実見､ 写真撮影
ＮＨＫ大分放送局
�武 慎氏

取材

����～
����

三和教田遺跡Ｄ地点・葛原遺跡Ⅰ区・穴
原遺跡・亀石山遺跡出土石器

実見､ メモ
宮崎県埋蔵文化財センター
松本 茂氏

調査・研究

���� 赤迫遺跡出土下駄 テレビカメラ撮影
ＮＨＫ大分放送局
伴 直也氏

テレビ番組制作

����
吹上遺跡４号甕棺墓出土ゴホウラ製貝輪､
５号甕棺墓出土イモガイ製貝輪

実見､ メモ
長崎県教育庁学芸文化課
中尾 篤志氏

調査・研究

���

宇土遺跡・高瀬Ⅲ遺跡・亀石山遺跡出土
石器

実見､ メモ､ 写真
撮影､ スケッチ

熊本大学文学部考古学研究室
一本 尚之氏

論文作成

����～
����

大肥遺跡・祇園原遺跡出土甕棺
観察､ メモ､ 写真
撮影

鹿児島国際大学国際文化部
太郎良 真妃氏

卒業研究

����
大坪遺跡・宇土遺跡・杉ソノ遺跡出土ナ
イフ形石器

実見､ メモ､ 写真
撮影

火山灰考古学研究所
早田 勉氏

学会発表資料調査

���� 亀石山遺跡出土石器
実見､ メモ､ 写真
撮影

東京大学大学院考古学研究室
夏木 大吾氏

調査・研究



� 受領図書一覧
���
札幌市教育委員会／����遺跡 第２次調査 [����] 	���遺跡 [����] ���
遺跡 第３次調査 [����]

���
一関市教育委員会／一関市厳美町 本寺地区の民俗 [����] 骨寺村荘園遺跡確認調査報告書 [����]
(財) 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター／穂貫田・駒板・山口遺跡発掘調査報告書 [����] 道上遺跡第２次発掘調査報告書 [����] 川目�遺跡第６次発掘調査報告書
[����] 倉沢３区Ⅰ・Ⅱ遺跡発掘調査報告書 [����] 鵜ノ木遺跡発掘調査報告書 [����] 八木沢Ⅱ遺跡・八木沢ラントノ沢Ⅰ遺跡発掘調査報告書 [����] 木戸井内Ⅳ遺跡・
隠里Ⅲ遺跡発掘調査報告書 [����] 賽の神Ⅲ遺跡発掘調査報告書 [����] 岩洞堤遺跡発掘調査報告書 [����] 上町遺跡発掘調査報告書 [����] 割沢遺跡発掘調査報告書
[����] 矢盛遺跡第��・�
次発掘調査報告書 [����] 細谷地遺跡 第��・�次発掘調査報告書 [����] 本波Ⅷ遺跡発掘調査報告書 [����] 板子屋敷３遺跡発掘調査報告書
[����] 桂平Ⅰ遺跡発掘調査報告書 [����] 境遺跡発掘調査報告書 [����] 成田岩田堂館遺跡発掘調査報告書 [����] 宝禄Ⅱ遺跡発掘調査報告書 [����] 上野Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
遺跡発掘調査報告書 [����] 市の川Ⅰ遺跡・市の川Ⅱ遺跡・山口遺跡・小川屋敷遺跡・六日市遺跡・八天北遺跡発掘調査報告書 [����] 道上遺跡第３次・合野遺跡・小林繁永
遺跡発掘調査報告書 [����] 松屋敷遺跡第２次発掘調査報告書 [����] 紀要 ⅩⅩⅧ [����]

�	�
(財) 山形県埋蔵文化財センタ－／玉作遺跡第１～３次発掘調査報告書 [����] 玉作２遺跡発掘調査報告書 [����] 万治ヶ沢遺跡発掘調査報告書 [����] 南田遺跡発掘調査
報告書 [����] 天矢場遺跡発掘調査報告書 [����] 上ノ山館第２次発掘調査報告書 [����] 上大作裏遺跡発掘調査報告書 [����] 下叶水遺跡発掘調査報告書 [����]
中山城跡 第１分冊 本文・表編 (���) [����] 中山城跡 第２分冊 図版・写真図版編 [����] 加藤屋敷遺跡第１・２次発掘調査報告書 [����] 亀ヶ崎城跡第４・５次発掘
調査報告書 [����] 滝の沢山遺跡発掘調査報告書 [����] 年報 平成��年度 [����] 上の寺遺跡第１・２次発掘調査報告書 [����] 天王山遺跡第１・２次発掘調査報告書
[����] クグノ遺跡発掘調査報告書 [����]
酒田市教育委員会／北田２遺跡発掘調査報告書 [����] 村東遺跡発掘調査報告書 [����]


��
福島大学行政政策学類・福島大学行政政策学類考古学研究室／庚申壇古墳２ [����]

��
石岡市教育委員会／須釜堀内遺跡 発掘調査報告書 [����] 石岡市佐久松山遺跡 [����] 石岡市国分遺跡 [����] 市内遺跡調査報告書第４集 [����] 常陸国衙跡 国庁・曹
司の調査 (本文編) (図版編) [����]
筑波大学大学院人間総合科学研究科／���	����������８ [����]
水戸市／水戸市歴史的風致維持向上計画 [����]

���
栃木県教育委員会／どき土器体験 身近にある遺跡や郷土の歴史を知ろう [����] 栃木県埋蔵文化財センターだより やまかいどう �����７月～�����６月 [����～����]
ふるさととちぎの考古学 埋蔵文化財センターの仕事 [����] ふるさととちぎの考古学 遺跡からみる栃木の歴史 旧石器時代 [����] ふるさととちぎの考古学２～５ [����]
とちぎ発掘調査成果情報誌№１�№４～№６�№���№���№��～№��[���～����] 下坪遺跡Ⅰ [����] 下坪遺跡Ⅱ [����] 西物井遺跡 (本文編) (遺物編) (遺構編) [����]
青龍渕遺跡・皇宮前塚 [����] 権現山遺跡・東谷北浦遺跡 [����] 森後遺跡Ⅰ [����] 西根２遺跡・小野寺城跡 [����] 谷向遺跡 [����] 五霊遺跡 [����] 原北遺跡・
茅堤北遺跡・伊勢崎Ⅲ遺跡 [����] 曲田遺跡・馬場先遺跡 [����] 国指定史跡 吾妻古墳 [����] 栃木県埋蔵文化財保護行政年報 
�[����] 埋蔵文化財センター年報 第��

号 (平成��年度版) [����]

���
(財) 埼玉県埋蔵文化財調査事業団／大木戸遺跡Ⅰ (第１分冊) (第２分冊) [����] 小林八束１ 小林八束２ [����] 松原前遺跡 [����] まま上遺跡Ⅱ [����] 銭小田遺跡・
伝旧不動寺跡 [����] 東野／平沼一丁田 (第１分冊 東野遺跡) (第２分冊 平沼一丁田遺跡) [����] 反町遺跡Ⅰ (第１分冊) (第２分冊) [����] 安養寺古墳群 [����]
古里古墳群駒込支群 [����] さいたま埋文リポート ����[����] 研究紀要 第��号 ����[����] さいたまの弥生時代 その実像に迫る [����]
本庄市教育委員会／浅見山遺跡Ⅰ遺跡 (Ⅲ次) 久下東遺跡 (Ⅲ次) �１・�１地点 北堀久下塚北遺跡 [����] 旭・小島古墳群 塩原屋敷遺跡 [����] 雌濠Ⅱ 笠ヶ谷戸 小島本
伝 [����] 将監塚遺跡第３次調査 [����] 薬師元屋舗遺跡Ⅱ [����] 塚合古墳群Ⅱ [����]

���
国立歴史民俗博物館／弥生農耕の起源と東アジア 炭素年代測定による高精度編年体系の構築 [����] 弥生農耕のはじまりとその年代 [����]

���
港区教育委員会／三田寺町の江戸建築 [����] 港区立港郷土資料館館報�� 平成��年度版 (���年度版) [����] 研究紀要��(平成��年度) [����] 資料館だより第��号
[����] 増上寺 徳川家霊廟 [����] 佛日山東禪寺 最初のイギリス公使館跡に係る現況確認調査報告書 [����] 長戸長府藩毛利家屋敷跡発掘調査報告書Ⅱ [����]
乗泉寺・大法寺跡遺跡 円福寺遺跡発掘調査報告書 [����] 長戸長府藩毛利家屋敷跡・麻布桜田町町屋跡遺跡発掘調査報告書 [����] 上野沼田藩土岐家屋敷跡遺跡発掘調査報告
書 [����] 石見津和野藩亀井家屋敷跡遺跡発掘調査報告書Ⅱ [����] 肥後熊本藩細川家屋敷跡遺跡発掘調査報告書 [����] 平成��年度港区指定文化財 [����] 資料館だよ
り第��号 [����] 港区立港郷土資料館へ行ってみよう！第７号 古墳ってなに�[����]
慶応義塾大学文学部民族学考古学研究室／東日本先史時代土器編年における標式資料・基準資料の研究 (課題番号：��������) [����]
明治大学博物館／明治大学博物館研究報告 第��号 [����]
台東区教育委員会／東京都台東区 №���遺跡 浅草二丁目��番地地点 [����] 東京都台東区 上車坂町遺跡 東上野四丁目８・９番地地点 [����] 東京都台東区 上野広小路遺跡
[���] 東京都台東区 柴崎町二丁目遺跡 [����] 東京都台東区仲御徒町三丁目遺跡 上野五丁目�番地地点第１次調査 [����] 東京都台東区 三好町遺跡 蔵前二丁目��番地
地点 [����]
株式会社トータルメディア開発研究所／荒神谷博物館 展示ガイドブック [����] 荒神谷博物館 月刊｢近代建築｣����年４月号抜刷 [����]
駒澤大学考古学研究室／駒澤考古 第
�号 [����] 群馬・金山丘陵窯跡群Ⅱ [����]
首都大学東京都市教養学部考古学研究室／人類誌集報����・���飛騨山峡の人類誌・遺跡資料の人類誌 [����]
財団法人古都保存財団／季刊 古都 第��号�第��号～第��号 [���～����]

����
神奈川大学日本常民文化研究所／民具マンスリー 第��巻１号～第��巻��号 [����～����] 神奈川大学 日本常民文化研究所報 ����年度 [����]

���
長野市教育委員会／長野遺跡群 元善町遺跡 (�) [����] 松代城跡 (
) [����] 善光寺とその門前町 [����]
御代田町教育委員会／御代田の美と伝統 [���]
飯島町歴史民俗資料館・飯島陣屋／飯島陣屋だより№��[����]
塩尻市教育委員会／奈良井 伝統的建造物群保存地区 防災計画策定調査報告書 [����] 木曾平沢 伝統的建造物群保存地区 防災計画策定調査報告書 [����] 奈良井 伝統的
建造物群保存地区 防災計画のあらまし [����] 木曾平沢 伝統的建造物群保存地区 防災計画のあらまし [����] 姥捨棚田の文化的景観歴史的調査報告書 [����]
東御市教育委員会／東御市海野宿 重要伝統建造物群保存地区の概要 [����] 海野宿重要伝統的建造物群保存地区 伝統的建造物等保存の記録Ⅱ ���～����[����]

���
上越市教育委員会／市内遺跡発掘調査概要報告書 [����] 中江北部第２地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書４ [����] 津有南部第１地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書２
[����] 高士西部地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書２ [����] 三和中部第１地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書 [����] 三和中部第２地区ほ場整備事業地内発掘調査報
告書 [����] 三和西部地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書２ [����] 馬場遺跡 虫川城跡 [����] 釜蓋遺跡 [����]

���
(財) 石川県埋蔵文化財センター／珠洲市 宿神社前遺跡 [����] 輪島市 洲衛窯跡東支群・能登町中山堡跡 [����] 輪島市 飯川谷製鉄遺跡 [����] 七尾市 東三階�遺跡
[����] 中能登町 大槻・春木遺跡群 (大槻ブンゾ遺跡 大槻ヤマゾ遺跡 大槻キッチャマエダ遺跡 春木マエダ遺跡 春木�・�遺跡 春木キッショウ遺跡 春木ハチノタ遺跡) [����]
中能登町 春木�・�遺跡 新庄遺跡 [����] 中能登町 瀬戸窯跡群・瀬戸遺跡 [����] 中能登町 良川北遺跡 [����] 宝達志水市 竹生野フルヤシキ遺跡 [����]
かほく市 若緑ヒラ野遺跡 [����] かほく市 森ガッコウ遺跡 [����] 津幡町 加茂遺跡Ⅰ [����] 金沢市 金石本町遺跡 [����] 金沢市 普正寺高畠遺跡 [����] 金沢市 下
福増遺跡 [����] 野々市町 末松遺跡 [����] 白山市 長竹遺跡 [����] 加賀市 三木�遺跡 [����] 石川県埋蔵文化財情報 第��号�第��号 [����・����] 財団法人石川県
埋蔵文化財センター 年報��(平成��年度) [����] いしかわの遺跡№
�～№
�[����～����]


��
若狭町／伝建地区若狭町熊川宿の防災まちづくり計画報告書 [����]
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター／茱山崎遺跡 [����] 法土寺遺跡Ⅰ [����] 柴崎遺跡 [����] 法土寺遺跡Ⅱ [���
] 菅谷烏帽子遺跡 [����] 中角遺跡２ Ⅰ区下層
編 [����] 林・藤島遺跡泉田地区 (第１分冊 本文編) (第２分冊 写真図版編) [����] 志田神田遺跡 [����] 稲葉山城跡・黒駒遺跡 [����] 福井城跡 [����] 福井県教
育庁埋蔵文化財センター年報�
(平成��年度) [����]
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館／特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡
�[����] 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 紀要 ����[����]
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���
各務原市埋蔵文化財調査センター／かがみがはらの埋文 各務原市埋蔵文化財調査センター年報第��号 [����] 山田寺跡 概報 [����]

���
(財) 静岡県埋蔵文化財調査研究所／大平遺跡Ⅲ [����] 駿府城内遺跡 [����] 上志戸呂古窯 (第二東名№��地点) [����] 浅間大社遺跡 山宮浅間神社遺跡 [����] 村山
浅間神社遺跡 [����] 菊川市下平川の遺跡群 [����] 大岡元長窪線関連遺跡Ⅲ [����] 梅ノ木沢遺跡Ⅱ (旧石器時代編) [����] 丸尾北遺跡 [����] 桜畑上遺跡 [����]
静岡県埋蔵文化財調査研究所 年報��[����] 発掘物語 しずおか№���～№���[����] イタドリ	遺跡・イタドリ
遺跡・イタドリ�遺跡 [����] 秋葉林遺跡Ⅰ 第二東名
№��地点 (第１分冊) (第２分冊) [����] 大門遺跡 [����] 白岩遺跡・白岩下遺跡 [����]
袋井市教育委員会／道ヶ谷	横穴群 [����] 掛之上遺跡��・��・��・��写真図版編 [����] 掛之上遺跡��・��・�・��・��写真図版編 [����] 掛之上遺跡��・��・��写
真図版編 [����]

���
(財) 愛知県教育・スポーツ振興 愛知県埋蔵文化財センター／朝日遺跡Ⅷ (本文編) (写真図版編) (総集編) [����] 大坪西遺跡 [����] 惣作遺跡 [����] 研究紀要 第��

号 [����] 愛知埋蔵文化財センター 年報 平成��年度 [����] 今町遺跡Ⅱ [����] �����号窯跡 (������) [����]
愛知学院大学文学部歴史学科／愛知県田原市宮西遺跡の発掘記録３ [����] 岐阜県中津川上県２号窯跡 [����]
名古屋大学文学研究科考古学研究室／名古屋大学文学部研究論集���考古学抜刷第��集 [����]
愛知県教育委員会／堀尾氏邸宅跡 (������) [����]

	
�
三重県埋蔵文化財センター／西野田遺跡発掘調査報告 (第１・２・３次調査) [����] 丁長遺跡 (第１次) 大谷遺跡 (第１・２次) 発掘調査報告 [����] 研究紀要 第��－１号
[����] 横尾墳墓群 (中・近世墓) 発掘調査報告 [����] 橋垣内遺跡 (県道	～�地区) 発掘調査報告 [����] 上箕田遺跡 (第３次) ・上箕田城跡 上原遺跡 小野山城跡 打
越城発掘調査報告 [����] 窪田大垣内遺跡 (第１次) 発掘調査報告 [����] 一般国道�号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報��[����] 長谷町遺跡・斎宮池遺跡・真木谷遺跡・
与五郎谷遺跡 発掘調査報告書 [����] 小金・高塚・斎宮池古墳群発掘調査報告書 [����] 小野城跡発掘調査報告 第４・５・６次調査 [����] 舞出北遺跡発掘調査報告２
[����] 秋丸遺跡発掘調査報告 [����] 外佐田古墳発掘調査報告 [����] 小谷	遺跡 (第２次) 発掘調査報告 [����] 西野田遺跡 (第５次) 発掘調査報告 [����] 岡田
遺跡発掘調査報告 [����] 谷野遺跡 岸本遺跡 (第４次) 発掘調査報告 [����] 南張貝塚 (第１・２・３次) 発掘調査 [����] 国立療養所遺跡発掘調査報告 [����]

���
東近江市教育委員会／東近江市埋蔵文化財調査報告書第��集～第��集 [����] 東近江市文化財年報 平成��～��年度 [����] 東近江市の埋蔵文化財 [����]

��
(財) 京都府埋蔵文化財調査研究センター／京都府埋蔵文化財情報第���号～第���号 [����]
城陽市教育委員会／城陽市埋蔵文化財調査報告書第��集～第��集 [����]
同志社大学歴史資料館／同志社大学歴史資料館 館報 第��号 [����]

���
大阪大谷大学博物館／博物館だより№���・№���[����] クナ・ポー 
－１号窯跡発掘調査報告書 [����]
河内長野市教育委員会／河内長野市埋蔵文化財調査報告書ⅩⅩⅧ [����] 史跡観心寺境内・金剛寺境内保存管理計画書 [����]
大阪大学大学院文学研究科考古学研究室／長尾山古墳第２次・第３次発掘調査概報 [����]

���
篠山市教育委員会／篠山市福住地区伝統的建造物群保存対策調査報告書 [����] 町並み保存修理記録４ [����]
神戸市教育委員会／平成��年度 神戸市埋蔵文化財年報 [����] 日輪寺遺跡 [����] 本山中野遺跡第三次発掘調査報告 [����] 上沢遺跡第��次調査発掘調査報告書 [����]
長田神社境内遺跡第��次発掘調査報告書 [����] 西本遺跡第４・５・６次発掘調査報告書 [����] 水笠遺跡第��・��・��・��次発掘調査報告書 [����] 神戸市埋蔵文化財分
布図 [����] 幕末の巨大プロジェクト 大阪湾防備と和田岬砲台 [����] 近代化遺産 神戸モダニズム探訪 [����] 春季企画展示 見て学ぶ考古学 [����]
神戸市教育委員会・神戸市建設局／名勝再度公園・再度山永久植生保存地・神戸外国人墓地 保存管理計画策定報告書 [����]

���
王寺町教育委員会／舟戸・西岡遺跡第５次 片岡王寺跡第８次・第�次 ����年度発掘調査報告書 [����] 達磨寺発掘調査報告書 [����] 門前・達磨寺文書調査報告書 [����]
高取町教育委員会／観覚寺遺跡Ⅰ [����] 観覚寺遺跡Ⅱ [����] 薩摩遺跡第�次調査 現地説明会資料 [����]
独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所／遺跡情報交換標準の研究 第２版 [����] 埋蔵文化財ニュース ��～��[����～����] 奈良文化財研究書概要 [����] 奈良
文化財研究書紀要 [����] 奈良文化財研究所研究報告 第１冊 [����]
香芝市二上山博物館／サヌカイトの石器づくり [����] よみがえる二上山の３つの石 [����] 香芝市指定文化財目録 [����] 聖徳太子と信仰の道 [����] 地獄と極楽 [���]
大来皇女と大津皇子 二上山百景 [����] 二上山麓の考古学 河内の古墳 [����] 大和下田・五位堂鋳物師遺品文化財調査 [����] ふたかみ邪馬台国シンポジウム５ 邪馬台国
時代の筑紫と大和 [����] ふたかみ邪馬台国シンポジウム８ 邪馬台国時代の摂津・河内・和泉と大和 [����] 尼寺廃寺Ⅰ [���] 平野２号墳 [����] 下田東遺跡発掘調査
概報Ⅰ・Ⅱ [����] 平成��年度香芝市埋蔵文化財発掘調査概報��[����] ふたかみ邪馬台国シンポジウム�邪馬台国時代の西部瀬戸内と近畿 [����]
(財) 元興寺文化財研究所／元興寺文化財研究№��[����] 平城京右京一条三坊一坪 [����]
奈良大学文学部文化財学科／文化財学報 第二十七集 [����]
奈良県立橿原考古学研究所／青陵 第���・���号 [����・����] 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第冊 [����] 橿原考古学研究所年報�平成��(����) 年度 [����]
保津・宮古遺跡��次・��次発掘調査報告書 [����] 四条遺跡Ⅰ [����] 古墳時代におけるコウヤマキ材の利用実態に関する総合的研究 [����] 鏡笵研究Ⅳ [����] 奈良県
立畝傍高等学校 (旧制畝傍中学校) 所蔵考古資料目録Ⅰ 国外之部 [����]

����
(財) 和歌山市都市整備公社／和歌山市埋蔵文化財発掘調査年報 平成��年度・平成��年度 [����・����] 川辺遺跡第４・５・６次発掘調査報告書 [����] 平成��年度 春季
特別展 『発掘土器ドキ！昔の和歌山』 [����] 和歌山城クイズラリー ルートマップ

���
倉吉市教育委員会／倉吉市内遺跡分布調査報告書��[����] 沢ベリ遺跡第４次発掘調査報告書 [����] 倉吉市打吹玉川 伝統的建造物群保存地区見直し調査報告書 [����]
(財) 鳥取市文化財団／蔵見��号墳 [����] 平成��年度 桂見遺跡発掘調査報告書 [����] 大坪大縄手遺跡 (第１冊) [����]

���
(財) 松江市教育文化振興事業団／埋蔵文化財課年報ⅩⅠ平成��年度・ⅩⅡ平成��年度 [����・����] 岩汐窯跡発掘調査報告書 [����] 春日山古墳群 寺ノ脇遺跡 [����]
島根県教育庁埋蔵文化財調査センター／御崎谷遺跡・間谷東遺跡・浅柄北遺跡・間谷西Ⅱ遺跡・間谷西古墳群 [����] 山持遺跡����５ (６区) [����] 長畑ヶ遺跡・下熊谷上
遺跡・清水ヶ平遺跡・六重下遺跡・長者畑遺跡 [����] 六重城南遺跡・瀧坂遺跡・鉄穴内遺跡 (本文編) (分析・図版編) [����] 大志戸Ⅱ炉跡 (遺構編) (鉄関連遺物編) [����]
大呂奥遺跡・下大呂遺跡・川尻遺跡・新屋敷Ⅰ遺跡・新屋敷Ⅱ遺跡 [����] 史跡 出雲国府跡６ [����] 三大寺遺跡 [����] 大塚遺跡 [����] 尾崎遺跡 [����] 五丁遺跡・
庵寺遺跡・於才迫遺跡 [����] 史跡 山代郷北新造院跡整備事業報告書 [����] 島根教育庁埋蔵文化財調査センター年報��平成��年度 [����] なきすな街道 [����] 石見
路の言伝 特別号③ [����] 西川津遺跡 [����]
松江市教育委員会／高田尾横穴墓 [����]
出雲市教育委員会／築山遺跡Ⅲ・Ⅳ [����] 平成��年度 出雲市の文化財報告 [����] 神門寺付近遺跡Ⅰ [����]

���
岡山県古代吉備文化財センター／所報吉備第��号・第��号 [����] 八塚古墳群 [����] 鍛冶屋�遺跡 [����] 中撫川遺跡３ [����] 中島遺跡 宮南遺跡 国長遺跡 天神河
原遺跡 (第１分冊) (第２分冊) (第３分冊) [����] 延寿寺跡 倉ヶ市遺跡 下土田遺跡 [����] 特別名勝 国指定史跡 岡山後楽園 [����]
津山市教育委員会／大蔵池南２号鉄穴流し遺構・二つ塚１号墳 [����] 年報 津山弥生の里 第��号 (平成��年度) [����]
総社市教育委員会／総社市埋蔵文化財調査年報��(平成��年度) [����] 大文字遺跡 (栢寺廃寺) [����]
倉敷市埋蔵文化財センター／岩倉遺跡 [����]
岡山市教育委員会／岡山市埋蔵文化財センター年報８ ����(平成��) 年度 [����] 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要第１号 [����] 南坂古墳群 (��号墳他５基) [����]
津寺 (加茂小・体育館) 遺跡 [����] 新庄尾上遺跡 [����]
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター／岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 紀要 ����[����] 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報 №��・№�[����]

���
広島大学大学院文学研究科考古学研究室／広島大学大学院文学研究科帝釈峡遺跡群発掘調査室年報ⅩⅩⅢ [����] 瀬戸内・中国山地・日本海地帯のサヌカイトと隠岐産黒曜石利
用からみた先史物流の形成 [����] 平成��年度広島県内遺跡発掘調査 (詳細分布調査) 報告書 [����]

���
防府市教育委員会／防府市内遺跡発掘調査概要 平成��年度・平成��年度 [����・����]
山口市教育委員会／山口市文化財年報２ [����] 大内氏築山跡Ⅴ [����]
山口県立山口博物館／山口県立山口博物館研究報告 第�号 [����]
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下関市立考古博物館／研究紀要 第��号 [����] 下関市立考古博物館年報��平成��年度 [����] あららぎ下関市立考古博物館 博物館だより№��[����] 平成��年度企画
展 木の文化Ⅱ 古墳時代の木器 [����]
山口県県史編さん室／山口県史だより第��号・第�	号 [����]
山口県埋蔵文化財センター／三見ほうろく窯跡・ほうろく茶屋跡 [����] 長谷遺跡 [����] 東禅寺・黒山遺跡 [����] 上がり熊遺跡Ⅱ [����] 陶損 第��号 [����]
山口大学埋蔵文化財資料館／山口大学埋蔵文化財資料館年報 平成�
年度 [����] てらこや埋文 第��号～第��号 [���
～����]

���
高松市教育委員会／奥の坊遺跡群Ⅶ (奥の坊遺跡Ⅷ・Ⅸ・ⅩⅠ区) [����] 高松城跡 (江戸長屋跡Ⅱ) [����] 太田下・須川遺跡 [����]

���
西予市教育委員会／坪栗遺跡 愛媛県西予市宇和町山田 [����] 永長遺跡 (鶴刺地区) 愛媛県西予市宇和町山田 [����] 永長遺跡 (小田橋地区) [����]
松野町教育委員会／国指定史跡 河後森城環境整備事業概要報告書Ⅶ [����]
今治市教育委員会／高地栗谷Ⅰ・Ⅲ遺跡 [���
] 高橋板敷Ⅰ・Ⅱ遺跡 [���
] 高橋山岸山古墳・高橋岡寺Ⅱ遺跡 [高橋岡寺１号墳] ・高橋山岸１号墳・高橋山岸２号墳 [����]
松木広田遺跡 第２次調査・喜多村八反地遺跡・延喜１号遺跡・有津番田遺跡・郷桜井堀遺跡 第４次調査 [����] 市内遺跡試掘確認調査報告書ⅩⅩⅦ・ⅩⅩⅧ [����]
史跡 能島城跡 [����]
松山市教育委員会／素鵞小学校構内遺跡・拓南中学校構内遺跡・中村長正寺遺跡・小坂七ノ坪遺跡 [����] 久米高畑遺跡 [����] 忽那諸島 歴史探訪 (松山考古館パンフレット)
愛媛大学埋蔵文化財調査室／文京遺跡 Ⅵ [����]
東温市教育委員会／北吉井樋口遺跡第１次調査・第２次調査 向井古墳 [����]
(財) 松山市生涯学習振興財団埋蔵文化財センター／束本遺跡 ��次・��次調査 [����] 樽味四反地遺跡��次調査 樽味高木遺跡��次調査 [����] 松山市埋蔵文化財調査年報��

平成��年度 [����] 古川遺跡 ４次調査 [����] 水泥遺跡 ４～７次調査 [����] 平成��年度 松山市考古館特別展 『吉野ヶ里遺跡』 [���
] 平井遺跡３～９次調査 [����]
平成��年度特別展 『ハニワの世界』 [����]

���
高知大学人文学部考古学研究室／朝倉古墳発掘調査概要報告書 [����] 高知県後期古墳資料集Ⅰ [����]
高知市教育委員会／高知城跡 [����]

	
�
粕屋町教育委員会／江辻遺跡第８地点 [����]
岡垣町教育委員会／高丸・友田遺跡群 [���
] 高丸・友田遺跡群 (図版編) [���
]
志摩町教育委員会／一の町遺跡発掘調査概要 [����]
久留米市教育委員会／収蔵館���第５号 [����] 日渡遺跡群Ⅵ 正福寺遺跡第７次調査 遺構編 [���
] 鉄砲小路遺跡 第２次調査 [���
] 筑後国府跡 第���次発掘調査
報告 [���
] 西郷遺跡 [���
] 日渡遺跡 第６次調査 [���
] 京隈侍屋敷遺跡 第��次調査 [���
] 久留米市埋蔵文化財調査集報ⅩⅠ [����] 力常遺跡 第１次調査・第
２次調査 [����] 二本木遺跡群Ⅵ [����] 平成��年 久留米市内遺跡群 [����] 筑後国府跡 平成��年度発掘調査報告・概要報告 [����] 筑後国三潴郡衙跡Ⅴ [����]
筑後国府跡 (�) [����] 竹野小学校遺跡 [����] 久留米市文化財保護年報 ����５ 平成��年度版 [����] 筑後国府通信��������６ [����]
嘉麻市教育委員会／竹生島古墳 [����] トバセ遺跡２ [����] 春日市埋蔵文化財年報�	平成��年度 [����]
飯塚市教育委員会／ヒイ田遺跡 [����] 出口遺跡 [����]
九州国立博物館／ガランドヤ１・２号墳 (�����) [����] 古代九州の国宝 [����]
赤村教育委員会／本河内遺跡群Ⅲ [����]
川崎町教育委員会／荒巻家文書目録 (������) [����] 西川崎遺跡・鎮西原遺跡 (������) [����]
九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室／壱岐カラカミ遺跡Ⅱ [����]
うきは市教育委員会／福永高木遺跡 [����] 三春大碇遺跡１ [����] 千年今丸遺跡 [����]
(財) 北九州市芸術文化振興財団／蒲生大畔遺跡３・蒲生紫池遺跡 [����] 蒲生寺中遺跡３ (５区・６区の調査) [����] 蒲生大畔遺跡４ (４区の調査) [����] 大門遺跡
第４地点 (２区・３区) [����] カキ遺跡第４地点 [����] 黒崎城跡９ (��区) [����] 黒崎城跡��(��・��・��地区) [����] 朽網馬場遺跡 [����] 長浜遺跡第２地点
[����] 貫・裏ノ谷遺跡１ [����] 伊崎遺跡第２地点 [����] 下野添遺跡 [����] 伊崎遺跡２区・３区・６区 [����] 長尾尾登遺跡第１地点 [����] 小倉城三ノ丸跡第
６地点 [����] 山崎遺跡 [����] 高野遺跡第３地点 [����] 中村遺跡２ (第２地点) [����] カキ遺跡第５地点 (１区の調査) [����] 研究紀要 第��号 [����]
埋蔵文化財調査室年報 �� 平成��年度 [����]
北九州市教育委員会／長行遺跡第２地点 [����] 高野遺跡第２地点 [����] 鍛冶町遺跡第２地点 [����] 広寿山福聚寺境内遺跡 [����]
行橋市歴史資料館／平成��年度企画展 末松謙澄と伊藤博文 [����] 平成��年度特別展 明治の元勲を感動させた男 盛田蓑洲 [����]
筑紫野市教育委員会／峰畑遺跡 第５次調査 [����] 大宰府条坊跡 第���次調査 [����] 大宰府条坊跡 第�
�次調査 [����]
宗像市教育委員会／陵厳寺馬場笠遺跡２次調査 [����] むなかたの文化財 [���
]
太宰府市教育委員会／馬場遺跡３ (������) [���
] 大宰府条坊跡 ��～��(������) [���
～����] 吉ケ浦遺跡 (������) [���
] 筑前国分寺跡３ (������) [����]
大宰府・佐野地区遺跡群��(������) [����] 原遺跡２ [���
]
福岡県教育委員会／矢加部南屋敷遺跡 矢加部五反田遺跡 [����] 蒲船津江頭遺跡Ⅰ [����] 旧柳河藩干拓遺跡Ⅱ [����] 観音山古墳群平石Ⅳ・Ⅴ群 観音山古墳群瀬戸Ⅱ群
[����] 上北島野町下遺跡 上北島川原田遺跡 常用前野遺跡 津島餅町遺跡３次調査 [����] 藤の尾垣添遺跡Ⅱ [����] 西新町遺跡Ⅸ [����]
九州歴史資料館／九州歴史資料館年報 平成��年度 [����] 九歴だより №��[����] 九州歴史資料館 研究論集��[����]
大刀洗町教育委員会／大刀洗町内遺跡 [����] 本郷野開遺跡Ⅴ・Ⅶ [����]
システムクリエート有限会社／九州 古代遺跡ガイド
那珂川町教育委員会／観音山古墳群Ⅶ [����] うめぼし山古墳 [����] 大塚遺跡群 [����]
福岡市博物館／������ �	・��[����]
福岡大学人文学部考古学研究室／日韓集落の研究 [����] 長者の隈古墳 若杉今里窯跡 [����] 日韓集落研究の新たな視角を求めて [����]
朝倉市教育委員会／八並遺跡・井出野遺跡 [����] 隠家森保存整備報告書 [����] 山ノ下遺跡 [����] 甘木歴史資料館報 第２集 [����] 温故 第�
号 [����] 甘木歴史
資料館収蔵品目録 第３集 (古書・文書編１) [����]
福岡市教育委員会／福岡市埋蔵文化財センター年報 第��号 [����] 谷 (堀) 部分の調査 [����] 荒平古墳群１ [����] 有田・小田部�	[����] 大塚遺跡３ [����]
飯氏遺跡５ [����] 井相田�遺跡７ [����] 板付９ [����] 五十川遺跡６ [����] 坂堤１ [����] 田村��[����] 市道戸切通線工事に伴う発掘調査報告書１ [����]
那珂��～��[����] 仲島遺跡１ [����] 博多��	～���[����] 箱崎�	～�
[����] 比恵��・�	[����] 東比恵三丁目遺跡２ [����] 藤崎遺跡�
[����] 女原遺跡４
[����] 麦野�遺跡５～７ [����] 麦野�遺跡６ [����] 姪浜遺跡３ [����] 免遺跡２ [����] 諸岡�遺跡３ [����] 吉武遺跡群��[����] 老司瓦窯跡 [����]
元岡・桑原遺跡群��(上) (下) [����] 元岡・桑原遺跡群��[����] 福岡市埋蔵文化財文化財年報 ������[����] 九州大学新キャンパス地内 元岡・桑原遺跡群発掘調査パ
ンフレットⅡ [����]
大野城市教育委員会／村下遺跡Ⅰ [����] 牛頸後田窯跡群Ⅱ [����] 乙金地区遺跡群Ⅰ [����] 大野城市の文化財 第��集 [����] 九州国立博物館文化交流展トピック展示
｢国指定史跡 牛頸須恵器窯跡とその世界｣ [����]
八女市教育委員会／一般国道���号八女筑後バイパス埋蔵文化財調査報告書 [����] 稲富・六反田遺跡 [����] 坂田遺跡 [����] 八女福島の燈籠人形 復元・修理事業報告
[����]
上毛町教育委員会／下唐原伊柳遺跡Ⅱ (遺物編) 下唐原石堂遺跡 下唐原桑野遺跡 [����] 垂水地区遺跡群Ⅱ [����]
糸島市教育委員会／末永数蔵町遺跡 [���
] 泊桂木遺跡Ⅱ [���
] 多久遺跡群 [���
] 荻浦 [���
] 末永数蔵町遺跡Ⅱ [����] 泊リュウサキ遺跡 [����] 国宝 福岡
県平原方形周溝墓出土品図録 [����] 平成��年度 伊都国歴史博物館秋季特別展 背振山の南と北で [����] 伊都国歴史博物館 年報３・年報４ [���
・����] 伊都国歴史博
物館 紀要第３号・第４号 [���
・����]
筑前町教育委員会／琴ノ宮遺跡 下巻 [���	] 琴ノ宮遺跡 上巻 [����] 琴ノ宮遺跡 中巻 [���
] 国指定史跡 焼ノ峠古墳 [����]
小郡市教育委員会／寺福童遺跡４ [����] 三沢寺小路遺跡３・５ [����] 福童町遺跡３・５ [����] 大板井遺跡��[����] 横隈外浦遺跡 [���
] 三沢南崎遺跡２・４
[����] 井上南内原遺跡３ [����] 大板井遺跡��[����] 松崎六本松遺跡２ [����] 大崎後原遺跡 [����]
古賀市教育委員会／古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ [���
] 川原屋敷遺跡 [���
] 古賀市内埋蔵文化財発掘調査に伴う出土品自然科学的分析調査
報告 [���
] 古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅷ [���
]
芦屋町教育委員会／芦屋町歴史民俗資料館 芦屋歴史の里 年報 第�号・第��号 [����・���
]
梓書院／季刊 邪馬台国 ���号 [����] 大野城物語 ｢タスケ岩の伝説｣ [����]

���
神埼市教育委員会／市内遺跡確認調査概要報告書Ⅰ [����] 西田遺跡５区 [����]
有田町教育委員会／広瀬向窯跡 [����]
佐賀県教育委員会／佐賀県内遺跡確認調査報告書��[����] 中原遺跡Ⅲ ５区の調査 [����] 西畑瀬遺跡２ 大串遺跡 [����] 佐賀県文化財年報�����	年度 [���
]
唐津市教育委員会／久里双水古墳 [����] 唐津市内遺跡確認調査 (��) [����] 桜馬場遺跡 [���
] 宇喜多秀家陣跡 [����]
吉野ヶ里町教育委員会／平成�
年度 町内遺跡確認調査報告書 [����] 平成元年～平成�
年度 町内遺跡確認調査報告書１ [���
]
伊万里市教育委員会／日峯社下窯跡 [����] 宮ノ前北遺跡Ｄ地点 [���
] 伊万里市内遺跡発掘調査報告書 [����]
佐賀市教育委員会／佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書 ���	年度 [����] 西中野遺跡Ⅳ ��・��区の調査 [����] 西中野遺跡Ⅴ ４・５・�・��区の調査 [����] 藤木三本杉遺
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跡Ⅲ １・６・７区の調査 [����] ウー屋敷遺跡 ４～７・��区の調査 [����] 藤木四本杉遺跡Ⅲ １・５・７・８・��・��区の調査 [����] 西渕遺跡Ⅱ １区の調査 [����]
西中野遺跡Ⅵ ��～��区・��区の調査 [����] 元小路遺跡 １～４区の調査 [����] 北畑遺跡 ��区の調査 [����] 徳永遺跡群ⅩⅧ ��区 [����] 屋形遺跡 ２区の調査 [����]
徳永遺跡群ⅩⅨ �	区 [����] 第��回考古資料展 ｢有明の海と縄文人 東名遺跡が語るもの｣ [����] 公開シンポジウム ｢有明の海と縄文人 東名遺跡が語るもの｣ 東明シンポ
ジウム資料集 [����] 公開シンポジウム ｢有明の海と縄文人 東名遺跡が語るもの｣ 東明シンポジウム記録集 [����]
佐賀市教育委員会 (大和町) ／築山遺跡 [����]
神埼市教育委員会／西田遺跡５区 [����] 熊谷遺跡７・８・９区 西田遺跡４区 [����]
鹿島市教育委員会／則重遺跡 (
地区) 吉丸遺跡 [���	] 旭ヶ岡遺跡 鹿島城跡 [����] 鹿島城跡Ⅲ [����] 常広城跡 [����]

���
雲仙市教育委員会／伊古遺跡Ⅱ [����]
壱岐市教育委員会／特別史跡 原の辻遺跡 [����] 壱岐の古墳 壱岐島を代表する大型古墳 [����]
平戸市教育委員会／市内遺跡発掘調査報告書Ⅷ [����] 平戸和蘭商館跡の発掘調査ⅩⅡ [����]
佐世保市教育委員会／福井洞窟範囲確認調査報告書 (�) [����] 佐世保軍水道第一次拡張 (岡本水源地) 調査報告書 [����]
松浦市教育委員会／松浦市内遺跡確認調査 (�) [����]
南島原市教育委員会／三本松遺跡 木場製鉄遺跡 [����] 原山新田遺跡 [����]

���
熊本県立装飾古墳館／研究紀要 第８集 [����]
熊本県立装飾古墳館分館歴史公園鞠智城・温故創生館／鞠智城跡 [����]
玉名市教育委員会／玉名市内遺跡調査報告書Ⅳ [����] 玉名市内遺跡調査報告書Ⅵ [����]
宇土市教育委員会／宇土城跡 (西岡台) Ⅹ [����]
熊本大学文学部考古学研究室／考古学研究室報告第��集 [����] 八代海沿岸地域における古墳時代在地墓制の発達過程に関する基礎的研究 [����] 熊本大学埋蔵文化財調査室
年報��[����] 熊本大学構内遺跡発掘調査報告Ⅴ [����]
熊本市教育委員会／熊本市内祭り・郷土芸能調査報告書 [����] 熊本市内人生儀礼調査報告書 [���	] 島崎 歴史と文化財 [����] 熊本洋学校教師館 (ジェーンズ邸) 移築復
元工事報告書 [����] 熊本城跡二の丸御門虎口 環境整備工事報告書 [����] 熊本城不開門坂道復元工事報告書 [����] 県指定重要文化財 細川家霊廟及び門保存修理工事報
告書 [����] 熊本城文献調査報告書 [����] 熊本城西出丸発掘調査概報 [����] 熊本市内埋蔵文化財発掘調査報告書 [����] 長嶺遺跡発掘調査報告書 [����] 川尻旧藩
時代船着場発掘調査報告書 [����] 熊本市大江町白川中学校校庭遺跡 [����] 川尻船着場跡文化財調査報告書 [����] 智照院細川家墓所 [����] 戸坂遺跡Ⅱ [����]
大江遺跡群Ⅸ [����] 神水遺跡Ⅹ [����] 二本木遺跡群Ⅴ [����] 二本木遺跡群Ⅶ～Ⅹ [����～����] 二本木遺跡群ⅩⅢ [����] 熊本市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成��

年度 [����] 熊本市埋蔵文化財調査年報第��号 平成��年度 [����]
山鹿市教育委員会／方保田東原遺跡��[����] 隈部館跡Ⅳ (総括集) [����] 方保田東原遺跡��[����]
天草市教育委員会／棚底城跡Ⅲ・大権寺遺跡 [����]
八代市教育委員会／古麓城跡 麦島城跡 八代城跡Ⅰ [���	] 麦島城跡 [���	] 八代市埋蔵文化財調査報告 平成��年度・�	年度・��年度 [����] 宮地年神遺跡 [����]
福正寺遺跡 [����] 国指定名勝 水島 [����] 上日置女夫木遺跡 [����] 八代妙見祭 [����]
菊池市教育委員会／平町遺跡 第１次調査・第２次調査 [����] 藤巻遺跡 第１次調査・第２次調査 [����]
熊本県教育委員会／飛尾横穴群 [����] 祭田下遺跡 [����] 隈府土井ノ外遺跡 [����] 文化財通信くまもと 第��号 [����]
植木町教育委員会／平成�	年度 植木町内遺跡発掘調査報告書 [����] 粕道遺跡 鬼迫横穴群 [����]
肥後古代の森協議会／古代への旅５ 家族で歩こう肥後古代の森����＆装飾古墳見学バスツアー [����]

���
中津市教育委員会／田丸遺跡・畑中遺跡 [����] 長者屋敷遺跡第５次調査 [����]
大分県立歴史博物館／豊後國國東郷の調査 本編 [����] 豊後國國東郷の調査 資料編補遺 [����] 平成��年度 ｢おおいた発！幕末文化維新 賀来家・華麗なる一族｣ [����]
おおいた歴博 №��[����] 大分県立歴史博物館年報 ����[����] 大分県立歴史博物館 研究紀要��[����] 豊後国山香郷１ 国東半島荘園村落遺跡詳細分布調査概報 [����]
杵築市教育委員会／東光寺経塚発掘調査報告書Ⅰ [����]
国東半島・宇佐の文化を守る会／国東半島・宇佐の文化 会誌��号 [����]
別府市教育委員会／鬼ノ岩屋古墳 春木芳元遺跡 南石垣遺跡 野田遺跡 [����] 別府市の文化財と保護樹 [����]
大分市歴史資料館／大分市歴史資料館年報 ����[����]
日田市考古学同好会／比多考古 第��号 (����)
大分市教育委員会／大分市埋蔵文化財調査年報 ������年度 [����] 丹生川坂ノ市条里跡 丹生遺跡群 [����] 米竹遺跡 [����] 府内城・城下町跡６ [����] 府内城・城下
町跡７ [����] 大友府内��[����] 大友府内��[����] 下郡遺跡群Ⅶ (
����) [����] 宮苑井ノ口遺跡 第５次調査報告 [����] 大道遺跡群２ [����] 木ノ上・田
原地区の墳墓群 [����] 横尾遺跡２ [����] 大分市市内遺跡確認調査概報 ����年度 [����]
大分県教育庁埋蔵文化財センター／葛原遺跡 [����] 羽野横穴墓群 [����] 六麦遺跡 [����] 小林遺跡・上田遺跡・馬場遺跡 [����] 国東六郷山 報恩寺 [����] 豊後府
内��中世大友府内町跡第��・��・��・	�次調査 [����] 豊後府内��中世大友府内町跡第��次調査 [����] 井ノ上遺跡 [����] 西南戦争跡分布調査報告書 [����] 茶屋久
保�遺跡 [����] 大分県の幕末・近代戦跡概要報告書 [����] 大分県内遺跡発掘調査概報��[����] 大分県埋蔵文化財年報 ��(平成��年度のまとめ) [����]
国東市教育委員会／国東市歴史体験学習館年報 平成��年度 [����]
杵築市教育委員会／第��回企画展 ��本にこめられたひとのおもい､ 未来へのねがい [����]
大分県教育庁／国宝・重要文化財建造物目録 平成��年６月 [����]
大分県先哲史料館／史料館研究紀要 第��号 [����]
竹田市教育委員会／史跡 岡城跡ⅩⅩⅥ [����] 市内遺跡発掘調査Ⅱ [����] 城下町遺跡 (野原家屋敷跡) [����] 宇土遺跡 (�・�地点) 長田尾遺跡 北尾鶴遺跡 [����]

	��
都城市教育委員会／高八重遺跡 [����] 八幡城遺跡 [����] 向原第２遺跡 [����] 市内遺跡２ [����] 都城市山之口地区遺跡詳細分布調査報告書 [����] 岩吉田遺跡 (第
２次調査) [����] 萩ヶ久保第１遺跡 [����] 中尾下遺跡 [����]
西都市教育委員会／日向国分寺跡 [����] 西都原地区遺跡 [����] 都於郡城跡 [����]
延岡市教育委員会／市内遺跡 [����] 上多々良遺跡 (第８次) 上多々良古墳Ⅰ号墳 [����] 山田遺跡 (第３次) [����] 殿上遺跡 [����]
えびの市教育委員会／島内地下式横穴墓群Ⅲ・岡元遺跡 [����] 北岡松地区遺跡群 (本文編) (写真図版編) [����] 島内地下式横穴墓群Ⅱ [����] 下鶯遺跡 [����]
日南市教育委員会／平成��年度 日南市内遺跡発掘調査概報 [����]
宮崎市教育委員会／下村窯跡群報告書Ⅱ (遺物編) [����] 下北方下郷第４遺跡 [����] 宮崎城跡測量調査報告書 [����] 片井野第１遺跡 [����] 大屋敷遺跡 [����] 土器
田横穴古墳 [����] 下村窯跡群報告書 [���	] 佐土原町内遺跡Ⅰ～Ⅳ [����～����] 佐土原城跡Ⅰ [����] 伊賀給遺跡 [����] 尾曲遺跡 [����] 堤下遺跡 [����]
茶屋遺跡 [����] 佐土原町内遺跡Ⅵ・Ⅶ [����・����] 小牧遺跡 [����] 下ノ山遺跡 [����]
清武町教育委員会／五反畑遺跡Ａ地区 [����] 下猪ノ原遺跡第１地区 [����] 五反畑遺跡�地区 [����] 岡第４遺跡 [����] 清武上猪ノ原遺跡第５地区 [����]
宮崎県埋蔵文化財センター／宮鶴第２遺跡 [����] 野首第２遺跡 (二・三次調査) [����] 海舞寺遺跡 市之串遺跡 中野内遺跡 森ノ上遺跡 (弥生・古墳時代編) カラ石の元遺
跡 [����] 前ノ田村遺跡 [����] 籾木地下式横穴墓群 [����] 次郎左衛門遺跡 [����] 鵜戸ノ前遺跡 [����] 埋蔵文化財通信 ひむか��号・��号 [����・����]


���
鹿児島国際大学国際文化学部博物館実習施設・考古学ミュージアム／鹿児島国際大学考古学ミュージアム調査研究報告第６集・第７集 [����・����]
南さつま市教育委員会／石神原�遺跡 石神原遺跡 [����] 平畑遺跡 [���	] 鳥追薗遺跡 上山野遺跡 [����] 平畑�遺跡 [����]
出水市教育委員会／野間の関所堀跡 [����] 拝松遺跡 [����]
鹿児島市教育委員会／東昌寺�遺跡 [����] 鹿児島市埋蔵文化財確認発掘調査報告書 [����] 大龍遺跡�地点 [����]
指宿市教育委員会／新番所後遺跡Ⅱ [����] 敷領遺跡・成川遺跡・南摺ヶ浜遺跡・水迫遺跡 [����] 南迫田遺跡Ⅲ [����] 敷領遺跡・成川遺跡 [����] 幸屋遺跡・多羅ヶ
迫遺跡 [����]
鹿児島県立埋蔵文化財センター／前畑遺跡Ⅱ [����] 陣之尾遺跡 [����] 大津保畑遺跡・小園遺跡 [����] 上水流遺跡３ [����] 下ノ原�遺跡 [����] 農業開発総合セ
ンター遺跡群Ⅵ (中尾遺跡・荒田遺跡・桜谷遺跡) [����] 建山遺跡・西原段Ⅰ遺跡・野鹿倉遺跡 [����] 市ノ原遺跡第３地点 (第１分冊) (第２分冊) (第３分冊) (第４分冊)
[����] 領家西遺跡・天神平溝下遺跡 [����] 小中原遺跡・市薗遺跡 [����] 屋鈍遺跡 [����] 南摺ヶ浜遺跡 [����] 堂原遺跡 [����]
鹿児島県歴史資料センター黎明館／黎明館企画特別展 ｢古代のロマン北南～三内丸山��上野原｣ [����]
鹿屋市教育委員会／早山遺跡 [����] 樋ノ口遺跡 堀之牧遺跡 [����] マイブンカノヤ ����１・����２ [����・����]

��
うるま市教育委員会／東恩納美川原遺跡 平屋敷古島遺跡 桃原貝塚 [����]
宜野湾市教育委員会／企画展 『琉球中山王察度』 展・発掘調査速報展 [����] 企画展 『キャンプ瑞慶覧内の遺跡』 [����]

��
宮崎ドングリ考古会 岩永哲夫／ドングリ倶楽部通信 第１号～第��号 [���	～����]
久留米大学比較文化研究所 森醇一朗／����������№��[����]
高倉良子／日韓における古墳・三国時代の年代観 (Ⅲ) [����]
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