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○はじめに

この文献目録は平尾台カルスト研究の基礎資料として，平尾台に関するあらゆる文献を網羅

することを目指している．目録であるとともに，平尾台カルストと人間活動との関係を歴史的

に把握する資料として参照できるよう，年代順に整理することを試みた．編者の主要研究分野

である地学，地理学，洞窟学については多くの文献を収録することができたが，他の分野はまだ

遺漏が大きいと思われ，また不明の文献も多い．今後順次追加・訂正をおこなっていきたい．

○記載について

＊掲載順は発表年毎に著者名のアルファベット順とし，同一年における同一著者の複数題は

題名のアルファベット順とする．

＊必要事項を以下の形式で記載する．

・定期刊行物

編著者名（発行年)：題名．書名，巻数，(号数)，[通号数]，ページ数．発行者：発行地．

・単行本

編著者名 (発行年)： 書名 ，[版数]，ページ数．発行者：発行地．『 』

＊編著者名が無記名やイニシャルの場合は特定できる名前を補足する．

＊手書きの文献は発行年のあとに「MS」(manuscript)をつける．

＊該当題と掲載書籍の編著者が異なる場合は書名の前に明記する．

＊同一書籍が複数題を収録する場合は，書名の下段に，編著者名・題・ページ数の順で記載

する．

＊版数は内容の異なる複数版が存在する時にだけ記載する．

＊巻，号以外の区分(集，部など)があれば明記する．

＊英語では巻はvolume，号はnumberに相当．ほかの欧米語もこれに順ずる．

＊ページ数は単数の場合は数字の前に「p」をつけ，複数の場合は最初と最後のページ数を

「-」で結ぶ．

＊書籍全体のページ数は数字のあとに「p」をつける．

＊本文ページ数に含まれない写真図版枚数には「pl」(plate)，図表枚数には「fg」(figure)

をつける．

＊発行地は発行当時の地名を用いる．ただし現在の地名と大きく異なる場合は現在の地名を加え

る．

＊外国語文献は著者名・題名・書名等の日本語訳を加える．

＊再録，転載などの書誌学的註釈や内容についての註釈は末尾に加える．

＊題名から内容が把握できない文献は簡単な内容説明を加える．

＊旧字体の漢字は新字体を使う．ただし固有名詞として旧字体が使われている場合はなるべく

そのまま使う．

＊直接平尾台は登場しないが平尾台に関連が深い文献(福岡県内の石灰岩や洞窟など)は

【関連】として記載する．

＊直接平尾台は登場しないがカルスト研究において重要な文献などを【参考】として記載する．

＊地図は重要なものを【地図】として記載する．



＊新聞記事は別にまとめることを予定しているが，文献として重要なものを記載する．

＊内容について便宜的に以下の分類をおこない，末尾の <> 内に示す．

地：地質学・自然地理学・地形学・地球化学・地球物理学・土壌学

水：水文学・水理学

気：気象学・気候学

洞：洞窟学・洞窟探検

古：古生物学・人類学

生：生物学・生態学

人：人文地理学・民俗学・民族学・宗教

歴：歴史学・考古学

変：環境変遷

利：土地利用・農業・開発

鉱：鉱山・鉱業

保：環境保全・自然保護

教：教育・自然観察

文：文化・文学・芸術

観：観光・レクリェーション

----------------------------------------

<成立・刊行年不明>

『豊前紀行』

『普智山等覚寺縁起』

『京都郡旧記』

『仏山堂詩嘗鈔』

『貫山嶽音寺ノ記』

『筑前國續風土記』貝原篤信

<8世紀>

舎人親王・太安万侶ほか編(720)： 日本書紀 ．<人・歴>『 』

＊景行紀の12年9月天皇遂幸筑紫に｢禰疑野｣ 「鼠石窟(ねずみのいわや) 「土蜘蛛」の記述， 」，

があり，のちに鼠石窟を青龍窟とする解釈（伝説）を生む．

大伴家持編(？)(8世紀末頃)： 萬葉集 ．<地・文>『 』

＊｢朽網山ゆふゐる雲のたちていなば、われはこひなむきみが目をほり｣の朽網山は九重山の古

名であるとの説が主として言われるけれども一説によれば平尾台北東部の貫山であるとも言

われる(三松,1929)．

【関連】

豊後國庁編(732以降)： 豊後國風土記 ．<地・古・人・歴>『 』

・豊前國鹿春郷条．

＊｢郷北有峯頂，有沼潤州六歩許，黄楊樹生，兼有龍骨，第二峯有銅扞黄楊龍骨，第三峯有龍

骨｣(郷の北に峯あり．頂に沼あり．周り州六歩ばかりなり．黄楊樹生い，また龍骨あり．第

二の峯には銅，黄楊，龍骨あり．第三の峯には龍骨あり．)



<10世紀>

【関連】

藤原時平・大蔵善行・菅原道真ほか撰(901)： 三代實録 ．<地・人・歴>『 』

＊採銅所の記述．

＊元慶2年(878年)3月5日，陽成天皇が大宰府に命じて「規矩(きく)郡」の銅を採る記事あり．

徳力の須理がその地という．

藤原忠平ほか撰(927)： 延喜式 ．<地・古・歴>『 』

＊大宰府貢進の薬種中に竜骨あり．

源 順撰(931-38：承平年間)： 和名類聚抄 ．<地・歴>『 』

＊諫山郷の記述あり．

<14世紀>

二条為明・二条頓亜撰(1364)： 新拾遺和歌集 ．<文>『 』

＊｢しはつ山風吹きすさふ楢の葉に絶々残る日暮しのこゑ｣ 守品法親王

＊しはつ山，芝津山は平尾台北東の貫山（ぬきさん）の別名．

<15世紀>

飛鳥井雅世撰(1439)： 新続古今和歌集 ．<文>『 』

＊｢しはつ山ならの下葉を折出て今宵いさねん朝立しかも｣ 俊成

｢芝津山ならの若葉にもる月の影さゆる迄夜は更けにけり｣ 俊成

｢塩風に空すみ渡るしはつ山漕來る船に月やとるらん｣ 賴定

｢しはつ山打越來れは笠縫の島こきかへす棚なし小船｣ 俊賴

<16-17世紀>

『豊前砂金請堀目録』(元和 年： )．<鉱>9 1623

<18世紀>

古河古松軒（辰）(1783？)： 西遊雜記 ，全７巻．<地・人・歴・観>『 』

＊本庄栄治郎ほか編(1927)に収録．

<19世紀>

中村平左衛門(1811～66)： 中村平左衛門日記 ，全35冊．<人・歴>『 』

＊伊東尾四郎編(1935)『福岡県史資料』第五輯に一部抄録．北九州市立歴史博物館(1982～93)

刊行．

<1821年(文政4年)>

伊能忠敬(1821)： 伊能圖』<地>『

＊正式名称はなく伊能圖は通称．大日本沿海實測圖，大日本沿海輿地圖ともいう．

＊｢貫山｣が記載されているが平尾台はない．

<1823年(文政8年)？>

不明(網干屋竹次郎？)(1823？)： 六郡名所記 ．<地・観>『 』



＊企救郡下曽根村の商家・池尻家に伝わる小倉藩領内各地の名所を記録した写本．｢文政八年

乙酉秋写之｣の年紀があり，｢網干屋竹次郎｣の名前が書かれているが原作者や成立年代は特定

できていない．

＊永尾正剛・有川宜博・税田昭徳編(2000)『豊国名所』に掲載．

<1841年(天保12年)>

伊藤常足(1841)： 太宰管内誌 ，82巻(筑前26，筑後8，豊前11，豊後9，肥前8，肥後6，日向4，『 』

大隈2，薩摩3，壱岐2，対馬3)．<地・洞・人・歴>

＊全九州に及ぶ大宰府管内9国2島の国郡別地誌．古文書からの引用豊富．

＊文化元年(31歳)～天保12年(68歳)に脱稿．元来未定稿であったものを日本歴史地理学会が明

治41～43年に刊行．

＊伊藤常足(1908～10)： 太宰管内誌』日本歴史地理学会．『

＊伊藤常足(1969)： 太宰管内誌(上中下)』歴史図書社：東京都．『

＊伊藤常足(1978)： 復刻太宰管内誌(上下)』防長史料出版社．『

<1863年(文久3年)>

渡邊重春『豊前誌』この頃成立．

<1864年>

<1865年(元治2年・慶応1年)>

高田吉近(1865)： 豊前國志（一之巻企救郡 ，98p．高田吉近：豊前國．<地・人>『 ）』

<1866年(慶応2年)>

<1867年(慶応3年)>

<1868年(明治1年)>

<1869年>

<1870年>

<1871年>

<1872年>

<1873年>

<1874年>

<1875年>

<1876年>

<1877年>

この頃，企救郡（現在の北九州市門司区・小倉北区・小倉南区）で村別に『村誌』編纂．

<1878年>

<1879年>

武藤 壽編(1879)： 日本金石産地 ．<地・鉱>『 』

＊自然金産地として企救郡呼野村，水晶産地に企救郡貫村．

<1880年>



<1881年>

<1882年>

<1883年>

<1884年>

<1885年>

【関連】

杉邨次郎述(1885)： 日本金石解説 ．<鉱>『 』

＊イタリア万国博覧会へ出品した著者の日本産鉱物標本に解説を加えたもの．

＊燐灰石，トレモライト，且斯天酸石灰鉱産地として田川郡三ノ岳．

<1886年>

<1887年>

<1888年>

<1889年>

【地図】

大日本帝國参謀本部陸軍部測量局(1889)：輯製二十万分一図「小倉 ．」

＊1884年着手．伊能忠敬図，国絵図，内務省地理局作成図，地質調査所作成図，海軍水路部作

成図などを資料として編輯，製作．

＊「貫山 「龍ヶ鼻 「平尾 「金部峠」あり．平尾台なし．」 」 」

<1890年>

<1891年>

<1892年>

<1893年>

す〃き生(鈴木 敏)(1893)：福岡圖幅地の地貌と水理．地學雜誌，5，[58]，500-08．東京地學

協會：東京市<地・水>

鈴木 敏(1893)：日本の鑛物産地（第四拾八巻の續き ．地學雜誌，5，[52]，176-80．東京地）

學協會：東京市．<地・鉱>

【関連】

服部捨太郎(1893)：唐津の玄武洞．地學雜誌，5，[56]，p418．東京地學協會：東京市．<地>

<1894年>

鈴木 敏(1894a)： 福岡縣豊前及筑前煤田地質圖 ，6fg．農務省地質調査所：東京市．<地>『 』

＊明治26年10月調製．明治27年6月13日発行．4万分の1地質図6枚．

鈴木 敏(1894b)： 20万分の１地質圖幅｢福岡｣及び福岡圖幅地質説明書 ，157p．農商務省地質『 』

調査所：東京市．<地>



【関連】

無記名(1894a)：門司石．地學雜誌，6，[67]，p413．東京地學協會：東京市．<地>

無記名(1894b)：日本白雲石ノ産地．地學雜誌，6，[72]，697-99．東京地學協會：東京市．<

地・鉱>

＊｢豊前企救郡恒見村字遠郷・遠郷石灰山，吉田村字練崎｣。

篠本次郎(1894)：梅花石．地質學雜誌，1，[9]，p481．東京地質學會：東京市．<地・古>

鈴木 敏(1894)： 福岡縣豊前及筑前煤田説明書 ，195p．農務省地質調査所：東京市．<地>『 』

<1895年>

<1896年>

下村成典(1896)：小倉四近の火成岩を諭す．地質學雜誌，4，[37]，1-13．[38]，48-56．東京地

質學會：東京市．<地>

紫雨生(1896)：日本砂金産地．地學雜誌，8，[94]，517-21．東京地學協會：東京市．<地・

鉱>

山上萬次郎(1896)：日本石灰石一斑 [第6回]．地學雜誌，8，[87]，130-35．東京地學協會：東

京市．<地・鉱>

【関連】

下村成典(1896a)：管状鐘乳石．地質學雜誌，3，[30]，223-24．東京地質學會：東京市．<地・

洞>

山上萬次郎(1896b)：日本石灰石一斑 [第7回]．地學雜誌，8，[88]，195-98．東京地學協會：東

京市．<地・鉱>

<1897年>

下村成典氏稿 編者譯(1897)：小倉四近の火成岩を諭す（第三十八號の續き ．地質學雜誌，4，）

[48]，448-57．東京地質學會：東京市．<地>

<1898年>

早川方明(1898)： 福岡県叢誌』積善館：福岡市．『

下村成典氏稿 編者譯(1897)：小倉四近の火成岩を諭す（前號の續 ．地質學雜誌，5，[49]，1）

2-17．東京地質學會：東京市．<地>

【関連】

十時 信(1898MS)： 梅花石山 ．『 』

<1899年>

狭間畏三(1899)： 神代帝都考 ，66p．東京堂：東京市．<地・歴>『 』

森 鴎外(1899～1902MS)： 小倉日記 ．<地・歴>『 』

＊1899年（明治32年）6月16日から1902年（明治35年）3月28日までの日記．近衛師団軍医部長

兼軍医学校長から、設立されたばかりの第十二師団軍医部長として小倉に赴任．

佐藤傳藏(1899)：豊前水晶山の水晶．地質學雜誌，6，[74]，p430．東京地質學会：東京市．



<地>

渡邊重春原著・渡邊重兄校訂(1899)： 豊前誌 ．明治書院：東京市/梅津書店：大分県中津町．『 』

<地・古・人・歴・洞>

＊1863年頃成立，1899年初版，1931年第二版，1971年第三版発行．

＊青龍窟が日本書紀｢景行紀｣に記述された鼠石窟に相当するとした．

<1900年>

【関連】

高 壮吉(1900a)：紅簾片岩の新露出地及び九州中國地方に於る結晶片岩系に就て．地質學雜誌，

7，[76]，485-87．東京地質學會：東京市．<地>

高 壮吉(1900b)：三ノ岳産重石及｢ライン｣鑛．地質學雜誌，7，[84]，302-10．東京地質學會：

東京市．

<地・鉱>

高 壮吉(1900c)：硫化蒼鉛新産地．地質學雜誌，7，[84]，p373．東京地質學會：東京市．<地・

鉱>

<1901年>

桃舎通年日古(1901)：長狹行宮跡．藤野磯雄編『福岡縣郷土史誌(上) ，133-36．山田純一郎：』

福岡市．<歴>

＊「九州日報」に連載された郷土史誌欄への投稿を郡市別に収録したもの．

佐野経彦(1901)： 豊筑奮跡名残 ．御狩野日誌．<歴>『 』

＊著者は神理教教祖，国学者．景行天皇豊前説主張 『企救郡誌』に引用．．

吉田東伍(1901)： 大日本地名辞書 ，第二冊之下(西国)，1203-844．冨山房：東京市．<地・『 』

人・歴・洞>

<1902年>

<1903年>

【地図】

大日本帝國陸地測量部(1903)：5万分の1地形図「行橋 ．」

＊1900年測量．

＊平尾台を｢平尾野｣と記載．

＊記載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，龍ヶ鼻，金辺峠，青龍窟，田代谷，井手浦，等覚寺，平

尾，千佛，市丸，向小森，呼野，梨木谷，上矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬師，香春

岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

【関連】

閻 浮生(福地信世)(1903)：小倉附近柳ヶ浦の鐡鑛床(案内記)．地質學雜誌，10，[116]，211-13．

東京地質學會：東京市．<地・鉱>

福地信世(1903)：輝石類の分析．地質學雜誌，10，[118]，p305．東京地質學會：東京市．<地・

鉱>

<1904年>



【関連】

福地信世(1904)：筑豊の石炭を煽石になしたる岩石．地質學雜誌，11，[126]，81-91．東京地質

學會：東京市．<地>

和田維四郎(1904)： 日本鑛物誌 ．<地・鉱>『 』

<1905年>

【関連】

．カタヤマ（片山量平）(1905)：滿干．地質學雜誌，12，[144]，302-03．東京地質學會：東京市

<地・水・洞>

無記名(1905)：地質談話會記事．地質學雜誌，12，[139]，165-68．東京地質學會：東京市．

<地・鉱>

<1906年>

Katayama, R. (1906MS)：Contact Metamorphism of Limestone with Granite in the Sannotake

District.

片山量平(1906)：三ノ岳に於ける花崗岩の石灰岩に與へたる接觸變質現象．地質學雜誌，13，

［157 ，345-53；[158]，367-73； 159 ，391-99．東京地質學會：東京市．<地・鉱>］ ［ ］

無記名(1906)：教室彙報．地質學雜誌，13，[154]，244-45．東京地質學會：東京市．<地・

鉱>

髙頭 式編(1906)： 日本山嶽志 ．674＋56＋33＋48＋186＋54＋64＋46＋37＋130＋4＋7＋122p,『 』

7fg．博文館：東京市．<地・観>

【関連】

無記名(1906)：地質談話會記事．地質學雜誌，13，[147]，p429．東京地質學會：東京市．<地・

鉱>

【参考】

山崎直方(1906)：秋吉臺カルストに就きて．地質學雜誌，13，[157]，337-45．東京地質學會：

東京市．<地・洞>

＊秋吉台のカルスト地形に関する最初の科学論文．

<1907年>

【関連】

無記名(1907)：談話會記事．地質學雜誌，14，[165]，214-15．東京地質學會：東京市．<地>

和田維四郎(1907)： 日本鑛物標本 ，21-22，p91，p128，p139．<地・鉱>『 』

<1908年>

伊藤常足(1908～10)： 太宰管内誌 ，日本歴史地理學會．『 』

＊1841年(天保12年)脱稿．

【関連】

，神保小虎(1908)：本邦に於ける重石鑛（タングステン酸鑛物）の産地．地質學雜誌，15，[180]



416-17．東京地質學會：東京市．<地・鉱>

野田勢次郎(1908)： 20万分の１地質圖幅「周防洋」及び周防洋圖幅地質説明書 ，31p．農商務『 』

省地質調査所：東京市．<地>

<1909年>

岩崎(重三)(1909)：豊前三ノ岳附近平尾臺のカルスト．地學雜誌，21, [125]，374-75．東京地

學協會：東京市．<地>

＊「平尾台カルスト」についての最初の学術報告．

＊著者は第五髙等学校（現在の熊本大学）教授．

【関連】

無記名(1909)：日本のタングステン鑛と其共生．地質學雜誌，16，[195]，p546．東京地質學

會：東京市．<地・鉱>

Ｔ.Ｈ.(1909)：本邦タングステン鑛の産地．地質學雜誌，16，[189]，p246．東京地質學會：東

京市．<地・鉱>

<1910年>

<1911年>

井上禧之助(1911)：本邦に於ける鐵鑛．地質學雜誌，18，[210]，53-72，1fg.，[211]，90-99．

東京地質學會：東京市．<地>

山﨑直方・佐藤傳藏(1911)： 大日本地誌 第八巻 九州 ，1164p．博文館：東京市．<地>『 』

・豊前國．58-72．

<1912年(大正1年)>

太田為三郎(1912)：シバツヤマ(芝津山) 『帝國地名辞典 ，783p．三省堂書店：東京市．． 』

<地>

【関連】

石川成章(1912)：九州の重石鑛に就て．地學雜誌，24，[278]，30-38．東京地學協會：東京市．

<地・鉱>

<1913年>

平林 武(1913)：本邦に於ける銅鑛の鑛床に就きて．地質學雜誌，20，[233]，53-61．[235]，13

9-150．東京地質學會：東京市．<地・鉱>

<1914年>

田山花袋編(1914)： 新撰名勝地誌 巻十 西海道之部 ．620＋30p，6fg．博文館：東京市．<『 』

地・歴・観>

<1915年>

小倉鐵道株式会社(1915)： 小倉鐵道案内 附彦山遊覧の栞 ．小倉鐵道株式会社：小倉市(現在『 』

の北九州市)．<観>



＊1915年(大正4年)4月1日開通．東小倉-上添田間開通．石原町駅，呼野駅，大清水，金辺峠，

龍ヶ鼻，香春岳，青龍窟掲載．筑豊地区の石炭を最短距離で小倉港に運搬する目的で建設．

軍需輸送確保方針のもので，1943年(昭和18年)5月，国鉄に買収．

<1916年>

【関連】

神保小虎・福地信世・瀧本橙三(1916)： 日本鑛物誌 【改版 ．357＋35＋20p，9pl．福地信『 』 】

世：東京府．<地・鉱>

<1917年>

Kato, Takeo(1917)：A Contribution to the knowledge of the contact-metamorphie ore deps

its. , 24, [281], 19-33，3pl. The GeologicJournal of the Geological Society of Tokyo

al Society of Tokyo:Tokyo.<地・鉱>

＊著者は明治専門學校（現在の九州工業大学）地質學鑛物學教室教授．

【関連】

．平林(武)(1917)：日本の白雲石主産地．地質學雜誌，24，[285]，p329．東京地質學會：東京市

<地・鉱>

<1918年>

佐藤傳藏(1918)： 大鑛物學 下巻 ．418＋29＋23p．六盟館：東京市．<地・鉱>『 』

＊著者は東京髙等師範學校（現在の筑波大学）地質學鑛物學教室教授．1928年7月，内務省嘱

託史蹟名勝天然記念物調査委員として千佛（大石）鍾乳洞を視察．

<1919年>

伊東尾四郎編著(1919)： 京都郡誌 ．京都郡役所：福岡縣行橋町（現在の行橋市 ．<地・人・『 』 ）

歴・洞>

＊1975年に美夜古文化懇談会によって復刊．内容については復刊書の項に記述．

【参考】

史蹟名勝天然記念物保護法公布．

<1920年>

福岡県立農事試験場(1920)：企救郡之土壌．施肥標準調査成績報告，第10編．福岡縣立農事試験

場．

＊伊東編(1931)に引用掲載．

加藤 武(1920)：接觸鑛床中ん磁鐵鑛．地質學雜誌，27，[327]，p515．東京地質學會：東京市．

<地・鉱>

横山健堂(1920)：世に知られざる名勝，史跡．史跡名勝天然記念物，4，(10)，111-14．史跡名

勝天然記念物保存協會：東京市．<地>



【関連】

矢部長克(1920)：豊前企救半島の所謂中生層に就て．地學雜誌，32，[384]，513-20．東京地學

協會：東京市．<地・古>

<1921年>

【関連】

無記名(1921a)：地質學談話會記事．地質學雜誌，28，[330]，138-40．東京地質學會：東京市．

<地・鉱・歴>

無記名(1921b)：地質學談話會記事．地質學雜誌，28，[338]，460-63．東京地質學會：東京市．

<地・鉱>

<1922年>

坂本峻雄(1922)：地質談話會記事．地質學雜誌，29，[350]，483-86．東京地質學會：東京市．

・第836回(1922年5月29日) 第六席 都留君 小倉の南のKarst regionに就き。

<1923年>

<1924年>

【関連】

中村新太郎(1924)：梅花石．地球，3．地球學團：京都市．<地・古>

<1925年>

【関連】

荻原武平(1925)：企救半島の象化石．地質學雜誌，32，[387]，p528．東京地質學會：東京市．<

地>

Ozawa, Yoshiaki 1925 The post-Paleozoic and Late-Mesozoic earth-movements in the( )：

Inner Zone of Japan Section． ，Journal of Faculty of Science Imperial University of Tokyo，

， ， ． ， ： ． <地>2 1 91-104 Faculty of Science Imperial University of Tokyo Tokyo
[小澤儀明：日本内帯における古生代後と中生代後期の地殻変動．東京帝國大學理學部報告]

【地図】

陸軍参謀本部陸地測量部(1925)：2万5千分の1地形図「苅田 ．下関要塞近傍10号(共19面)小倉2」

号行橋ノ1．

＊1922年測量．1925年3月25日発行．

＊平尾台を｢平尾臺演習場｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峰，青龍窟，内尾薬師．

<1926年(大正15年・昭和1年)>

【地図】

陸軍参謀本部陸地測量部(1926)：5万分の1地形図「行橋 ．下関要塞近傍6号．」



＊1900年，1922年測量．1926年8月25日発行．

＊平尾台を｢平尾臺演習場｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，龍ヶ鼻，金邊峠，青龍窟，田代谷，井手浦，等覚寺，平

尾，千佛，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，

二ノ岳，三ノ岳．

【関連】

小沢儀明(1926)：梅花石中の海百合の茎．地質學雜誌，33．東京地質學會：東京市．<地・古>

上治(寅次郎)(1926)：筑豊國境金國山彙とカルスト地形．地球，6，(4)，302-03．地球學團：京

都市．<地>

<1927年>

本庄栄治郎ほか編(1927)： 近世社会経済叢書 第9巻 西遊雜記/四神地名録 ，322p．改造社：『 』

東京市．<地・歴・人>

＊古河古松軒(1783？)『西遊雑記』収録．

吉田初三郎(1927)：日本鳥瞰九州大圖繪．大阪毎日新聞元旦号付録．<洞・観>

【関連】

中井猛之進(1927)：福岡縣古處山ツゲ原生林．天念記念物及名勝調査報告(植物の部)，7．

<生>

<1928年>

金尾宗平(1928)：福岡地方の地理的事実．地球，9，(2)，132-45．地球學團：京都市．<地・洞>

＊1928年7月，内務省嘱託史蹟名勝天然記念物調査委員・佐藤傳藏（東京髙等師範學校教授，

同年8月26日死去 ，福岡師範學校教諭・金尾宗平，福岡県嘱託・島田寅次郎が平尾台と千佛）

(大石)鍾乳洞を実地踏査．千佛鍾乳洞では経営者・大石髙平が案内．

東木龍七(1928a)：東部筑豊地塊南部の地形発達史(一)．地理學評論．4，(11)，43-54．日本地

理學會：東京市．<地>

東木龍七(1928b)：瀬戸内海と筑豊地塊の境界帯の起源論．地理學評論．4，(12)，1-19．日本地

理學會：東京市．<地>

島田寅次郎編(1928)：千佛鍾乳洞 『福岡縣史跡名勝天然記念物調査報告書 第3集 ，p4，2pl．． 』

福岡縣：福岡市．<地・洞・環>

吉田初三郎(1928)：北九州の仙境小倉鐵道沿線名所圖絵 『小倉鐵道沿線名所圖絵 ．小倉鐵． 』

道：小倉市．<観>

【関連】

．小川(琢治)(1928)：教材資料 カルスト地形の成因・變化及び分布．地理教育，8，(2)，82-86

地理教育研究會：東京市．<地>

( )： ．Ozawa, Yoshiaki 1928 Geologic history of southwestern Japan during Mesozoic time
『 ， ： ．<地>3rd Pan-Pacific Science Congress 542-65 Tokyo』 ．

[中生代における西南日本の地史 『第3回汎太平洋科学会議』]．



佐藤傳藏(1928a)：秋吉臺カルスト(石灰岩景觀)．山口縣外二縣に於ける天然記念物及名勝，天

然記念物調査報告地質鉱物之部，第三輯，1-67，3fg、14pl．内務省：東京市．<地・水・

洞・利>

＊福岡県後藤寺町のタギリ湧泉に言及(p38-39)．

佐藤傳藏(1928b)：秋吉臺カルスト(石灰岩景觀)(其四)．地學雑誌，40，[477]，668-70．東京地

學協会：東京市．<地・水・洞・利>

＊福岡県後藤寺町のタギリ湧泉に言及(p669)．

<1929年>

金尾宗平(1929a)：豊前平尾のカルスト台地(予報)．地學雜誌，41，[480]，65-73．東京地學協

會：東京市．<地・洞・観>

金尾宗平(1929b)：福岡地方に於ける地理的素材．地理學研究，4．

金尾宗平(1929c)：福岡地方の地學的新事実．地球，11，(1)，44-46．地球學團：京都市．

<地>

金尾宗平(1929d)：福岡地方のカルスト地形．地理學研究，6，(10)．

金尾宗平(1929e)：隠れたる奇勝豊前平尾臺のカルスト．科學畫報，13，(6)，[12月号]，932-33，

1065-72，p1086．科學畫報社：東京市．<地・洞・観>

金尾宗平(1929f)：天下の奇勝豊前平尾のカルスト台地を背景とせる千佛大石鍾乳洞を広く縣下

に紹介す．福岡縣教育，(382)，福岡縣教育会：福岡市．<地・洞・観>

＊｢平尾カルスト台地｣と命名．

＊伊東尾四郎編(1931)に収録．

三松荘一(1929)：九州萬葉手記．福岡，東西文化社：福岡市．<地・歴・文>

東木龍七(1929)：日本内海西域周防灘南部の成因論．地理學評論．5，(1)，16-41．日本地理學

會：東京市．<地>

辻村太郎(1929)：準平原．42-54，山形．239-79 『日本地形誌 ．古今書院：東京市．<地>． 』

＊1984年改訂版発行．

【関連】

長尾 巧(1929)： 筑豊炭田地質圖及び地質説明書 ．筑豊石炭鑛業組合：若松市．<地>『 』

竹内 亮 (1929)：遠足地として面白い水無と犬鳴．福岡，29，東西文化社：福岡市．

＊金尾宗平(1935)参考文献．

梅谷由太郎(1929)： 梅花石の伝説 ．『 』

<1930年>

井上春雄(1930)：豊前平尾カルストの景観．山本三生編『日本地理大系 第9巻 九州地方 ，p』

15．改造社：東京市．<地>

金尾宗平(1930a)：豊前平尾のカルスト台地を背景とせる千仏大石鍾乳洞．地理教材研究，第14

集．目黒書店：東京市．

金尾宗平(1930b)：福岡地方に於ける自然と人文-高地地形と人間生活-．福岡，(45)，2-8．東西



文化社：福岡市．<地・人>

楠田鎮雄(1930)：企救半島．天沼俊一ほか編『日本地理風俗大系 第13巻 九州地方(下) ，p4』

0．新光社：東京市．<地>

栗田県造(1930)：千佛鍾乳洞の調査．福岡縣編『福岡縣史跡名勝天然記念物調査報告書 第5

集 ，153-64，6pl．福岡縣：福岡市．<地・人・洞・自>』

＊著者は福岡師範学校教諭．実際は金尾宗平が執筆．

竹内 亮(1930)：北九州の山ところどころ 2．山岳，26，(1)．

＊竹内(1934)に収録．

徳永重康(1930)：洪積時代本州九州朝鮮に於ける獣類穴居の遺跡．日本學術協會報告，6，175-7

8．<地・古>

【関連】

山本 通(1930)：天臺寺遺蹟の調査．福岡史跡名勝，5．

<1931年>

伊東尾四郎編(1931)： 企救郡誌 ．上編741p，下編510p(上下両編合本)．伊東尾四郎：福岡市．『 』

<地・洞・歴・人>

金尾宗平(1931)：平尾台地.，企救地方.，京都地方 『風土と生活 福岡縣地誌 ，48-52，381-． 』

88．刀江書院：東京市．<地>

東木龍七(1931)：豊津地溝北方山地のカルスト地域 『地誌學』540-41．古今書院：東京市．<．

地・人>

吉田初三郎(1931a)：九軌沿線御案内北九州圖絵 『九軌電車 ．九州電気軌道：小倉市．． 』

<観>

＊「平尾台」掲載．

＊九州電気軌道株式會社(明治41年設立)は西日本鉄道株式会社(昭和17年設立)の前身．

吉田初三郎(1931b)：小倉市交通名所圖絵 『こくら ．小倉市：小倉市(現在の北九州市)．． 』

<観>

＊「平尾台，千佛鍾乳洞，青龍窟」掲載．

渡邊重春原著・渡邊重兄増訂・今村孝次重訂(1931)： 豊前誌 ，[重訂版]，398p．二豊文刊行『 』

会：大分市/朋文堂：東京市．<地・古・人・歴・洞>

＊1863年頃成立，1899年初版，1931年第二版，1971年第三版発行．

【関連】

飯坂五郎(1931)：梅花石の地質時代に就いて．地質學雜誌，38，[458]，607-08．日本地質學

會：東京市．<地・古>

金尾宗平(1931)：玄界灘の孤島 相島の自然的景觀．科學知識，11，(3)，298-301．科學知識普

及會：東京市．<地・洞>

竹内 亮 (1931a)：福岡市附近の遊山地．福岡，52．東西文化社：福岡市．

竹内 亮(1931b)：田川名山誌稿．福岡，48．東西文化社：福岡市．

<1932年>

綱島定治(1932)：自然地理學．仲摩照久編『萬有科學大系 普及版 正篇第十一巻 ，1-219.新光』



社：東京市．<地>

＊原本は1930年発行。

竹内 亮(1932)： 北九州の山と登山 ．福岡縣體育協會：福岡市．<地・観>『 』

寺元正見(1932)：平尾高原に就いて．山と渓谷，16．

徳永重康(1932)：北九州に於ける洪積時代陸獣化石の研究．帝国學士院學術研究奨励資金及事業

便覧．p154．<地・古>

<1933年>

【関連】

早川淡二(1933)：九州船尾山石灰岩台地に就いて．地質學雜誌，40，[482]，737-38．日本地質

學會：東京市．<地・鉱>

梅谷文弘堂(1933)： 文字(門司？)関葡萄石硯 ．『 』

矛盾生(岡本要八郎)(1933)：北九州採集日記(福吉，長垂，三ノ岳)．我等の鑛物，2，(9)，307-

12．日本鑛物趣味の會：京都市．<地>

竹内 亮(1933)：水無と野河内渓谷の思ひ出．せふり，6．

徳富草人(1933)：草土に埋もれたる香春岳鬼ヶ城の古城址を尋ねて．山杖，3，(1)．

<1934年>

松井與七(1934)：龍ヶ鼻紀行．山杖，1．

岡本要八郎(1934)：福岡縣鑛物雜記(其一)．廣島地學同好會報，5，(3)，75-78．廣島地學同好

會：廣島市．<地・洞>

＊廣島地學同好會は廣島高等師範學校(現在の広島大学)地質鑛物學教室内にある．

竹内 亮(1934)： 北九州の山ところどころ ．210+3+10+9p，8pl．福岡協和會：福岡市/三省『 』

堂：東京市．<地・観>

＊著者は大正11年より北部九州の山地を踏査．本書は昭和7年福岡縣軆育協會主催山岳講習會

のために作成した小冊子『北九州の山と登山』を骨子とし，雜誌｢山岳｣に連載した紀行集｢北

九州市の山ところどころ｣を加えたもの．

【関連】

藤崎定雄(1934)：古處－馬見山の縦走．山靴，11．<地・観>

矛盾生(岡本要八郎)(1933)：諸国名物奇石行脚．我等の鑛物，3．日本鑛物趣味の會：京都市．<

地>

<1935年>

伊東尾四郎編(1935)：福岡縣史資料，第5輯．福岡縣：福岡市．

岡本要八郎(1935)：福岡縣鑛物雜記(其二)．廣島地學同好會報，5，(4)，111-17．廣島地學同好

會：廣島市．<地>

竹原平一(1935)：珊瑚化石新産地．地球，24，(6)，p482．地球學團：京都市．<地・古>

【関連】

江口元起(1935)：骨洞の發掘．廣島地學同好會報，5，(4)，108-11．廣島地學同好會：廣島市．

<古・洞>



．藤本治義(1935)：北九州に於ける紡錘虫石灰岩の新産地．地質學雜誌，42，[496]，36-38，1pl

日本地質學會：東京市．<地・古>

金尾宗平(1935)：古処山のカルスト景観．福岡縣編『福岡縣史跡名勝天然記念物調査報告書 ，』

第10集，名勝之部，1-9，6pl，3fg．福岡縣：福岡市．<地・洞・観・自>

岡本要八郎(1935a)：福岡縣下の三奇石．福岡縣人，13．<地>

岡本要八郎(1935b)：福岡縣鑛物雜記(其二)．廣島地學同好會報，5，(4)，111-17．廣島地學同

好會：廣島市．<地>

<1936年>

岩崎重三(1936)： 日本鑛床學 ．543＋35p，1pl．内田老鶴圃：東京市．<地・鉱>『 』

【関連】

小林貞一・太田 勇(1936)：北九州の脇野層に就て．地學雜誌，48，[569]，298-302．東京地學

協會：東京市．<地・古>

<1937年>

<1938年>

金尾宗平(1938)：豊前の平尾台 『総合福岡縣地誌 ，18-19．刀江書院：東京市．<地>． 』

中山駸馬(1938)：北九州の陸産貝類について．博物研究會誌，(1)，p49．福岡縣中等教育博物部

會：福岡市．<生>

＊著者は福岡縣立八幡高等女學校（現在の福岡県立八幡中央高等学校）教諭．

月原俊二(1938)：福智山．新島章男編『九州山岳 第二輯 ，277-83．朋文堂：東京市．<洞・』

観>

【関連】

竹原平一(1938)：九州北部企救半島の地質．地質學雜誌，43，[531]，1199-217，2fg．日本地質

學會：東京市．/ 九州帝國大學工學部地質學教室研究報告，第三輯，(25)．福岡市．<地・古

>

月原俊二(1938)：北九州近郊 山の記録抄．新島章男編『九州山岳 第二輯 ，289-342．朋文』

堂：東京市．<洞・観>

<1939年>

岩下俊作(1939)：富島松五郎傳．九州文學，10月号，2，(8)，[13]，1-62．九州文學社：福岡市．

<文>

＊小倉から四里離れた草原のある山として登場する「広野」が平尾台と思われる．

＊第10回(1939年下半期)及び第11回(1940年上半期)直木賞候補作 「オール讀物」昭和15年6．

月号に吉川英治の推薦文をつけて転載．

．＊原田種男・山田牙城・劉寒吉監修(1982)：復刻版九州文學，2．国書刊行会：東京都．収録

辻 忠吾(1939a)：豊前國香春岳採銅所呼野附近鉱物採集記(1) 三ノ岳方面．我等の鑛物，8，(5)，

183-93．日本鑛物趣味の會：京都市．<地・鉱>

辻 忠吾(1939b)：豊前國香春岳採銅所呼野附近鉱物採集記．我等の鑛物，8，(6)，246-49．日本

鑛物趣味の會：京都市．<地・鉱>



【関連】

竹内 亮(まこと)(1939)：福岡市をめぐる山地風景．風景，6，(10)． <地・洞>

＊『筑紫風景誌』(1941)に収録．

<1940年>

浜田清吉(1940)：地理學習録 秋吉臺のカルスト．地理教育，32，(3)，55-59．地理教育研究

會：東京市．<地・人>

＊平尾台の結晶粒円頭カレンフェルト，平尾ポリエ，火入れによる人工草原について言及．

浜田清吉・池田美成(1940)： 秋吉台の研究』山口縣女子師範學校：山口市．<地・人>『

＊地形・人文篇を訂正増補し，遺物篇を追加したものが浜田(1953)．

＊秋吉台・平尾台が姉妹地域であり，日本のカルストを代表するもの（p3）とした．

岩下俊作(1940)：富島松五郎傳．オール讀物，6月号．文藝春秋：東京市．<文>

＊岩下(1939)を転載．

，小林貞一・昭和13年度東大中期生一同(1940)：長門，筑前の地質に就て．地學雜誌，52，[616]

242-49．東京地學協會：東京市．<地>

山本熊太郎(1940)：筑豊山塊の平尾カルスト地形 『新日本地誌 四國・九州篇 ，2192-93．古． 』

今書院：東京市．<地>

【関連】

金尾宗平(1940)：筑豊國境船尾山から松尾山へかけてのカルスト(Karst)景観．福岡縣編『福岡

縣史跡名勝天然記念物調査報告書 ，第12集，名勝之部，7-10，2pl，2fg．福岡縣：福岡市．』

<地・鉱>

松下久道(1940)：福岡縣三の嶽附近の地質及鑛床．九州鑛山學会誌，11，(4)，175-82．九州鑛

山學會：福岡市．<地・鉱>

<1941年>

藤田哲也(1941)：北九州の地質系統について．學術雜誌，8，(1)，78-88．明治専門學校責善報

國團総務部：戸畑市[現在の北九州市]．<地>

山崎又雄(1941)：福岡礦物趣味の會が出來るまで．我等の礦物，10，25-28．日本礦物趣味の

會：京都市．<地>

【関連】

木下龜城(1941)：福岡縣神ノ島の紅簾石石英片岩．我等の礦物，10，74-77．日本礦物趣味の

會：京都市．<地>

竹内 亮(まこと)(1941)：福岡市をめぐる山地風景 『筑紫風景誌 ，422-32．古今書院：東京都．． 』

<地・洞>

＊1939年10月，｢風景｣，6，(10)に初出．

<1942年>

狭間畏三(1899)： 神代帝都考(増補訂正) ．<地・歴>『 』



<1943年>

<1944年>

岡本要八郎(1944)： 福岡縣鑛物誌 ，208p，22pl．日本鑛物趣味の會出版部：京都市．<地・鉱『 』

>

八幡製鐵所山岳部編(1944)： 北九州ハイキング案内 ．朋文堂：東京市．<地・洞・観>『 』

【関連】

金尾宗平(1944)：豊前苅田のカルスト(Karst)天然橋．福岡縣編『福岡縣史跡名勝天然記念物調

査報告書 ，第15集，名勝之部，5-6，3pl．福岡縣：福岡市．<地・洞>』

木下龜城(1944)：九州地方鉱山局管内の水鉛鉱床．九州大學工学彙報，19，(5)，206-12．九州

大學工學部：福岡市．<地>

高山久雄(1944)：福岡縣金国山．

<1945年>

【関連】

河野義礼(1945)：福岡縣門司市恒見・熊本県芦北郡佐敷町白雲岩調査報告．地下資源調査書．

<1946年>

【地図】

内務省地理調査所(1946)：5万分の1地形図「行橋 ．」

＊1900年，1936年測量．1946年10月30日発行．

＊平尾台の地名なし．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，龍ヶ鼻，金辺峠，青竜窟(龍から竜に変更)，鐘乳洞(千

佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行

事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊定価2円．

<1947年>

【地図】

内務省地理調査所(1947)：5万分の1地形図「行橋 ．」

＊1900年，1936年測量．1947年10月30日発行．

＊｢平尾臺演習場｣が復活．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，龍ヶ鼻，金辺峠，青龍窟，鐘乳洞(千佛の北側)，井手浦，

等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬師，香春

岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊定価10円．

【関連】

伊藤貞市・櫻井欽一(1947)：日本鉱物誌 【Ⅲ版 ．， 】

浦田英夫(1947MS)： 昭和22年度九州大学理学部地質学科卒業論文：北部企救半島の地質 ．九『 』

州大学理学部：福岡市．<地>

和田利雄(1947)：福岡県企救郡東谷村吉原鉱山調査報告．地質調査所報告，[125]，通産省工業



技術院地質調査所：川崎市．<地・鉱>

<1948年>

九州山岳連盟(1948)： 九州の山々 ．『 』

【関連】

橋本克己(1948)：福岡県龍田鉱山銅鉱床調査報告．地質調査所速報，(47)．<地・鉱>

園川 馨(1948)：本邦の石灰岩．石灰石，(1)，4-10．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

<1949年>

藤井浩ニ・大島恒彦(1949MS)： 九州大学理学部地質学科昭和24年度進級論文：小倉市南方平尾『

台周辺の地質 ．九州大学理学部：福岡市．<地>』

金尾宗平(1949a)：地形の複雑さ 『郷土新書40 福岡県新誌 ，22-43．日本書院：東京都．<地． 』

>

＊田中啓爾(東京文理科大学名誉教授)監修．著者は筑紫女子高校中学主事，西南学院大学講師，

福岡県地理学会長，福岡県高校地学部会長．

金尾宗平(1949b)： 九州の都會』九州青少年文庫 ．西日本教育出版社：福岡市．<地>『 ，

菊池泰二(1949)：平尾台採集記．夢蛤，(39)，77-81．<生>

＊平尾台の陸貝採集記．31種のリスト付．

無名会(1949)：福岡県企救郡東谷村宝台鉱山の輝蒼鉛鉱．鉱物と地質，3，(5)．<地・鉱>

石灰石鉱業協会(1949)：石灰石鉱山表．石灰石，(6)，186-90．<鉱>

高橋五郎(1949)： 平尾台の陸貝 ，6p．福岡貝類同好会：福岡市．<生>『 』

田中啓爾(1949)： 九州の山河』九州青少年文庫，244p，3pl．西日本学校新聞社：福岡市．『

<地・観・教>

＊著者は東京文理大学名誉教授(地理学)．

瓜生二成(1949)： わが鄕土福岡縣』社會科郷土シリーズNo.40，118p．淸水書院：東京都．『

<地>

＊社會科鄕土シリーズ全46冊の一冊．先に発行された社會科シリーズ18冊の姉妹篇．

【関連】

井上正昭(1949MS)： 九州大学理学部地質学科昭和24年度進級論文：福岡県小倉市西方合馬北部『

の地質 ．九州大学理学部：福岡市．<地>』

金尾宗平(1949a)：カルスト地方の植物と北の亜熱帯系植物 『郷土新書40 福岡県新誌 ，p57．． 』

日本書院：東京都．<地・生>

金尾宗平(1949b)：新興の炭坑まち 田川市とその附近の都會 『九州の都會』九州青少年文庫，．

56-59．西日本教育出版社：福岡市．<地・鉱>

松石秀之・岡部 実(1949MS)： 九州大学理学部地質学科昭和24年度進級論文：直方市東方の地『

質 ．九州大学理学部：福岡市．<地>』

松下久道(1949)：九州北部炭田の地質 九州北部に於ける古第三紀の層序学的研究．九州鉱山学

会誌特別号，57p，22fig．九州鉱山学会：福岡市．<地・鉱>

太田喜久・長谷 晃・松本達郎(1949)：小倉市南方中世界の層序と構造(予報)(演旨)．地質学雑

誌，55，[648-649]，118-19．日本地質学会：東京都．<地>



高橋俊嗣(1949)：船尾採掘場に於ける石灰石採掘の現状．石灰石，(3)，1-5．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

<1950年>

郷原範造(1950)：福岡県小倉市呼野吉原鉱山の鉱床．地質と鉱物，16集．<地>

浜田清吉(1950)：特説秋吉台 『郷土新書35 山口県新誌 ，145-70．日本書院：東京都．． 』

<地>

＊田中啓爾（東京文理科大学名誉教授）監修．

樋口 巌編(1950)： 小倉 ．230p，16pl，1fg．小倉市役所：小倉市(現在の北九州市)．<地・『 』

人・歴・観>

金尾宗平(1950)：観光地百選入選の小倉平尾台を語る．毎日新聞10月24日．<地・生・洞・水・

教・観>

無記名(1950)：お花畑や天幕村 平尾台の開発を推進．毎日新聞10月8日．<観>

無記名(1950)：平尾台にこんな所が．私の仮の名は“龍宮滝 ．毎日新聞10月15日．<洞・水・”

観>

岡本要八郎(1950)：福岡県鉱物誌捕遺．鉱物と地質，3，(4)．<地>

瀬戸内海国立公園関門地方編入促進委員会編(1950)： 瀬戸内海国立公園拡張候補地関門地方資『

料 ，37p，18pl，1fg．瀬戸内海国立公園関門地方編入促進委員会(門司市役所内)：門司市』

(現在の北九州市)．<地・生・気・歴・芸・観>

＊同委員会は関門地方が瀬戸内海国立公園の拡張候補地として挙げられたことをうけて，1950

年9月，山口県，福岡県，下関市，門司市，小倉市の関係者により結成された．本書は国立公

園調査要目に準拠し，山口県貿易観光課，下関市商工課・計画課，門司市経済課・土木課，

小倉市経済課・土木課からの提出資料をもとに福岡県計画課が中心に編集したもの．

上田(記者)・野口(写真班員)(1950)：壮厳“地底の魔城” 平尾台の“青龍窟”を探る．夕刊フ

クニチ，(1602)，9月12日，p3．夕刊フクニチ新聞社：福岡市．<洞・観>

＊「壮厳」は原文のまま．

【関連】

村上允英(1950)：福岡県田川地区放射能鉱物産地の地質鉱物．九州鉱山学会誌，18，(3)，63-71．

九州鉱山学会：福岡市．<地>

【参考】

文化財保護法制定．

<1951年>

小倉市庶務課弘報係(1951)： 伸びゆく小倉 ．8p．小倉市：小倉市(現在の北九州市) 〈観〉『 』 ．

國有鐵道北九州地方營業事務所編（下浦 臻）(1951)： 九州觀光事典 ，671+5p，16fg．全日本『 』

觀光連盟九州支部：福岡市．<地・洞・観>

＊国鉄旅客關係職員の執務上の便を図るために作成．定価1000円．

＊執筆者は『天皇御巡幸記念觀光九州』を作成した門司鉄道局の下浦 臻．

草場法夫(1951)：青龍窟 -実地踏査による研究報告-．美夜古文化，3，3-7，4pl，1fg．美夜古

文化懇話会：福岡県行橋町．<地・人・洞>



＊青龍窟(清涼)地図(1951年9月)1/260縮図．著者は小倉西高校教官．

松本達郎(1951)：北九州・西中国の基盤地質構造概説．九州大学理学部研究報告(地質)，3，(2)，

37-48，1fg．九州大学理学部：福岡市．<地>

村上允英(1951)：福岡県田川－京都南部の花崗岩類(要旨)．地質学雑誌，57．日本地質学会：東

京都．<地>

大羽 晃(1951)：呼野採掘場に於ける導爆線使用結果について．石灰石，(15)，217-20．石灰石

鉱業協会：東京都．<地・鉱>

富田 達・唐木田芳文・桃井 斉(1951)：北九州白堊紀花崗岩類の進化とジルコン．岡山大学温泉

研究所報告，19，27-32．<地>

上田一人(1951)： 新考福岡県地誌 ，148＋6p，2fg．福岡学芸大学小倉分校教育研究所：小倉『 』

市(現在の北九州市)．<地・人・鉱・土>

【関連】

國有鐵道北九州地方營業事務所編(1951)： 九州觀光事典 ，671＋5p，16fg．全日本觀光連盟九『 』

州支部：福岡市．<地・洞・観>

【地図】

内務省地理調査所(1951a)：5万分の1地形図「行橋 ．」

＊1900年，1936年修正測量，1951年資料修正(行政区画)．1951年7月30日発行．

＊平尾台の地名なし．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，龍ヶ鼻，金辺峠，靑(ショウ)龍窟，鐘乳洞(千佛の北側)，

井手浦，等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬

師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊定価15円．

内務省地理調査所(1951b)：5万分の1地形図「行橋」応急修正版．

＊行政区画は1951年12月現在．1951年12月28日発行．

＊｢平尾臺｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，竜ヶ鼻(龍から竜に変更)，金辺峠，靑(ショウ)竜窟，鐘

乳洞(千佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢

山、大行事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊定価25円．

【関連】

長谷 晃・松本達郎・太田喜久(1951)：山口県及び福岡県の後期中世界(中国・北九州の後期中生

界の層序と構造)．(要旨)．地質学雑誌，57，[670]，p309．<地>

林田志賀雄・郷原範造(1951)：福岡県吉原鉱山産酸化鉄鉱と黄鉄鉱の共産．岩石鉱物鉱床学会誌，

35，(3)，73-79．日本岩石鉱物鉱床学会：仙台市．<地>

今上一成(1951)：吉原鉱山における坑内電気探鉱．物理探鉱，4，(1)．<地・鉱>

木下亀城(1951)：九州における金鉱脉．鉱山燈，(37)．<地・鉱>

小林貞一(1951)：日本地方地質誌総論．朝倉書店：東京都．<地>

松下久道(1951)：九州北部炭田の地質構造．九州大学理学部研究報告(地質)，3，(2)，49-54．



九州大学理学部：福岡市．<地・鉱>

宮久三千年・松本徰夫(1951)： 九州大学理学部地質学科昭和26年度進級論文：豊前三ノ岳周辺『

の地質 ．九州大学理学部：福岡市．<地>』

野田光雄・牟田邦彦(1951)：福岡県田川市船尾石灰岩に就て．九州鉱山学会誌，19，(9)，269-7

9．九州鉱山学会：福岡市．<地・洞・鉱>

太田喜久・長谷 晃・井上正昭(1951)：中国・北九州の後期中生界の層序と構造 -小倉市及び八

幡市の中生界について-(演旨)．地質学雑誌，57，[670]，p309．日本地質学会：東京都．<地

>

<1952年>

福岡県土木部計画課・福岡県観光連盟(1952)：躍動する北九州 『福岡県の観光 ，6-10．福岡． 』

県土木部計画課：福岡市．<観>

浜田清吉(1952a)：カルスト高原の居住過程（平尾台と秋吉台 （講演要旨）地理学評論，25，）．

別冊2．<地・人・歴>

浜田清吉(1952b)：北九州平尾台のカルスト地形．山口大学理学会誌，3，29-34，1fg．山口大学

理学会：山口市．<地・水・洞>

＊増補・訂正して小倉市編(1952)に収録．

金尾直敬(1952)：文化財としての平尾台．西南学院大学論集，4，(1)，25-44．西南学院大学：

福岡市．<地・洞>

唐木田芳文(1952)：北九州の花崗岩類の地質学的研究（演旨 ．地質学雑誌，58，(682)，p277．）

日本地質学会：東京都．<地>

小倉市編(1952a)： 平尾台カルスト 第１集 ，44p．小倉市役所調査課：小倉市(現在の北九州『 』

市)．

・浜田清吉：北九州平尾台のカルスト地形．1-12．<地・水・洞>

＊山口大学理学会誌(第3号，1952)より転載．写真7葉と5万分の１地形図を増補，ミスプリン

トを訂正．＊浜田清吉先生御退官記念事業会 (1970)に再録．

・浜田清吉：平尾台高原カルストの人文生態．13-24．<地・人・歴・水・洞>

＊浜田清吉先生御退官記念事業会 (1970)に再録．

・浜田清吉・小野忠煕：平尾台の遺物発見地とその遺物．25-44．<地・人・歴・水・洞>

＊1951年7月7日～11日，16日～18日、9月13日～15日調査．

＊浜田清吉先生御退官記念事業会 (1970)に再録．

小倉市編(1952b)： 平尾台カルスト 第2集 ，52p．小倉市役所調査課：小倉市(現在の北九州『 』

市)．

・木下亀城：平尾台．1-32．<地・人・歴・洞・観・鉱>

＊著者は九州大学工学部教授．

＊木下(1955)に再録．

・金尾直敬：文化財としての平尾台カルスト台地．33-41．<地・洞・観>

＊著者は西南学院大学助教授，福岡県文化財調査委員．

・高橋五郎：平尾台の陸貝．43-48，1fg．<地・生>

＊著者は福岡県社会教育課主事．

・小島 均：平尾台巡記．49-52．<生・保・観>

＊著者は九州大学教授．



小倉市中学理科研究部編(1952)： 郷土研究 文化財としての平尾台 ，36p，3pl，1fg．小倉市『 』

中学理科研究部：小倉市(現在の北九州市)．

・小沢健児：序．p1．

・越智芳一：地誌，人文，地形的に見た平尾台．3-7．<地・人>

・浦橋利雄・白川 猛：地質学的に考証した平尾台．8-11．<地>

・岡田茂利：気象学的に考証した平尾台．p12．<気>

・岡田茂利：植物学的に考証した平尾台．16-24．<生>

・白木 允：動物学的に考証した平尾台．25-32．<生>

・川上政直：動植物を育てる平尾台の水質について．p33．<生・水>

・編集部：平尾台調査研究の所感．p34．<教>

＊1952年6月6日～9月7日の間に17日間調査．

小倉市教育委員会(1952a)：紫川のほとり．小倉市民読本，第一編．

小倉市教育委員会(1952b)：うるわしきまち小倉．小倉市民読本，第ニ編．

宮久三千年(1952)：福岡県田川北部に於ける花崗岩類と金属鉱床について．九州鉱山学会誌，20，

(8)，265-269．九州鉱山学会：福岡市．<地・鉱>

中島一男(1952)： 福岡県植物目録 ，269p．<生>『 』

通商産業省工業技術院地質調査所編(1952)：50万分の1地質図幅 No.14「福岡（第1版 ．通商）」

産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地>

上田一人(執筆代表)・福岡地誌研究会編『私たちの郷土 福岡県のすがた ．96p．天明堂出版』

社：東京都．<地・人・教>

＊小学校上学年用の社会科副教科書として編集．

【関連】

鮎川 昭(1952MS)： 福岡県門司市企救半島南部の地質 ．九州大学進級論文．九州大学理学部：『 』

福岡市．<地>

．古川光雄・押切正行(1952)：苅田採掘場に於けるＭ.Ｓ.爆破試験報告．石灰石，(17)，318-23

石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

今上一成(1952)：吉原鉱山における坑内電気探査．九州鉱山学会誌，20，(6)，173-79．九州鉱

山学会：福岡市．<地・鉱>

宮久三千年(1952)：福岡県吉原硫化鉄鉱床における鉱石鉱物．九州鉱山学会誌，20，(11)，377-

82．九州鉱山学会：福岡市．<地・鉱>

高井 勇(1952MS)： 小倉市周辺の地質 ．九州大学進級論文．九州大学理学部：福岡市．『 』

<地>

<1953年>

福岡県土木部計画課・福岡県観光連盟(1953)： 福岡縣 ，48p．<観>『 』

浜田清吉： 秋吉台カルスト ，116p．秋吉村：山口県秋吉村． <地・人・水>『 』

＊浜田・池田(1940)の地形，人文篇を訂正増補し，遺物についての特別篇を追加．

＊平尾台の「帰水」名ほか．

，浜田清吉：高原カルスト平尾台における居住開拓に関する考察．山口大学教育学部研究論叢，2



(1)．<地・人・歴・水・洞>

＊浜田清吉先生御退官記念事業会(代表中野恒夫)(1970)に再録．

小倉観光協会(1953)：観光と小倉，(6)．小倉観光協会：小倉市(現在の北九州市)．<観>

小倉市役所調査課編(1953)： 昭和28年6月28日大水害写真グラフ ，32p．小倉市役所調査課：『 』

小倉市（現在の北九州市 ．<地・気・水>）

＊被害図によると井手浦・東谷の川沿いが浸水，市丸と平尾台上で耕地被災．

九州大学理学部地質学教室(1953)： 20万分の１福岡県地質図 ．福岡県：福岡市．<地>『 』

中谷五郎(1953)：平尾台の植物相‐附ノヂギクを採るの記‐．美夜古文化，(7)，10-13，2pl，1

fg．美夜古文化懇話会：福岡県行橋町．<生>

石灰石鉱業協会総務部(1953)：石灰石鉱山表及び分布図．石灰石，(28)，79-93．石灰石鉱業協

会：東京都．<鉱>

土地調整委員会(1953)：第三節 異議の裁定．１．福岡県小倉市平尾台地区に係る石灰石試掘権

設定に関する意義の裁定．昭和二十七年土地調整委員会年次報告書．総理府：東京都．

<土・保・鉱>

奥海 靖・井上秀雄(1953)：福岡県小倉市平尾台北東部石灰岩鉱床調査報告．地質調査所月報，4，

(3)，209-14．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地・鉱>

桜井欽一・反田栄一(1953)：福岡県小倉市産輝蒼鉛鉱．地学研究，6，(2)．<地・鉱>

<1954年>

東谷農業協同組合編(1954)： 平尾台の払下げに至るまで ，82p．東谷農業協同組合：小倉市『 』

(現在の北九州市)．<利>

唐木田芳文(1954)：北九州白亜紀の花崗閃緑岩・花崗岩接触部における“ジルコン帯”の存在に

ついて．地質学雑誌，60，(711)，517-32．日本地質学会：東京都．<地>

木下亀城・岡本要八郎・松本徰夫・宮久三千年(1954)： 地質巡検案内書 北九州平尾台と三ノ『

岳をめぐる鉱物産地 ，49p，3fg．九州大学工学部応用地質学研究室編集・小倉市役所発行：』

小倉市(現在の北九州市)．<地・鉱>

九州山岳連盟編(1954)： 九州の山々 ，191p，13pl．九州山岳連盟：小倉市(現在の北九州市)．『 』

<観>

＊編集委員：橋本三八，加藤数功，立石敏雄，月原俊二，藤崎定雄，三日月直之．

＊1948年版が品切のため，改訂発行．

小倉市教育委員会(1954)：古き土新しき歌．小倉市民読本，第三編．

直良信夫(1954)：平尾台青龍窟洞窟の馬歯化石 『早稲田大学考古学研究室報告 第二冊 日本舊．

石器時代の研究 ，125-26．寧楽書房：東京都．<地・古・洞>』

佐藤 久(1954)：平尾台におけるカルスト侵食のニ，三の問題．日本地理学会秋季学術大会講演

要旨．<地>

梅林新市(1954)：等覚寺の松会．美夜古文化，(9)．美夜古文化懇話会：行橋市．<地>

＊井本・山内編(1971)に収録．

【関連】

麻生産業船尾鉱山(1954)：船尾鉱山．石灰石，(29)，391-92．石灰石鉱業協会：東京都．<地・

鉱>

苅田鉱業苅田鉱山(1954)：苅田鉱山．石灰石，(31)，1-2．石灰石鉱業協会：東京都．<地・



鉱>

直良信夫(1954)：松ヶ枝洞窟 『早稲田大学考古学研究室報告 第二冊 日本舊石器時代の研．

究 ，126-32．寧楽書房：東京都．<地・古・洞>』

<1955年>

金尾宗平(1955)：ひらおだい（平尾台 ．渡辺 光監修『日本地名事典 3 ，543-44．朝倉書店：） 』

東京都．<地・洞・人・保>

木下亀城(1955)：平尾台．研究集報，第4集，1-32．九州大學工學部採鉱學教室応用地質學研究

室：福岡市．<地・人・歴・洞・観・鉱>

＊小倉市編(1952)に発表したものを収録．

木下亀城・金尾直敬(1955)：平尾カルスト台地調査概報．福岡県文化財調査報告書第18輯(二分

冊の一)，41-45，8fg．福岡県教育委員会：福岡市．<地・歴・洞>

末岡作太郎(1955)： 小倉市誌補遺編 ，967p．福岡県小倉市役所：小倉市(現在の北九州市)．『 』

住友セメント小倉鉱山(1955)：小倉鉱山．石灰石，(35)，179-80．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

【地図】

内務省地理調査所(1955a)：5万分の1地形図「行橋」応急修正版．

＊1955年1月30日発行．

＊正式の修正測量にかわり空中写真並びに各種資料に基づいて応急的に修正．

戦災及び経済復興の為貸与された下記の米国陸軍空中写真並びに資料による．

1(1)． 昭和22年4月撮影．空中写真(972-M) 平面図化法

(2)． 昭和23年3月撮影．空中写真(711-M) 平面図化法

2．昭和23年12月～24年2月 現地調査資料．

3．行政区画昭和30年1月現在．

＊｢平尾臺｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ガ峯(ヶからガに変更)，竜ガ鼻(ヶからガに変更)，金辺峠，靑

(ショウ)竜窟，鐘乳洞(千佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上

矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

内務省地理調査所(1955b)：2万5千分の1地形図「苅田 ．」

＊1955年8月25日発行．

＊明治33年測図之縮図 昭和11年測図及第二回修正測図同30年資料修正(行政区画)．

＊「平尾 「千佛 「貫山 「塔ヶ峰 「青(しょう)竜窟 「鐘乳洞」(＊千仏鍾乳洞)「内尾薬」 」 」 」 」

師」掲載．

【関連】

麻生産業株式会社船尾鉱山・小野田セメント株式会社地重安鉱山・昭和電工株式会社水谷鉱山・

日鉄鉱業株式会社津久見鉱山・奥多摩工業株式会社氷川鉱山・秩父セメント株式会社三輪鉱

山(1955)：石灰石鉱山の墜落災害事例．石灰石，(38)，350-60．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

木下亀城・牟田邦彦(1955)：門司鉱山．未利用鉄資源，2，392-96．<地・鉱>

岡本要八郎(1955)：石と花．新九州，8月2日．新九州新聞社．<地・生>



太田喜久(1955)：小倉市道原一帯の中生界の層序と構造(北九州における後期中生界の地質学的

．研究其の2)．福岡学芸大学紀要，(5)，第三部理科系統，29-39，1fg．福岡学芸大学：福岡市

<地・古>

山崎幸雄・野田光雄(1955)：門司市風師山附近の地質．九州大学工学彙報．<地>

<1956年>

浜田清吉(1956)：秋吉台カルスト．多田文男・石田龍次郎編『現代地理講座 第2巻 山地の地

理 ，97-109．河出書房：東京都．』

Hamada, Seikichi 1956 The value of Akiyoshi Plateau from the geographical standpoint.( )：

Sato, H. ed. 66-71 The Japanese Association for『 』， ．Scientific Value of Akiyoshi Karst
．the Protection of Nature: Tokyo

[浜田清吉：地理学的見地からの秋吉台カルストの価値．佐藤久編『秋吉台カルストの科学的

価値 ．日本自然保護協会：東京都．]』

＊浜田清吉先生御退官記念事業会(1970)に再録．

『 ．九州山岳連盟編(1956)： 九州の山々』改訂版，178p．九州山岳連盟：小倉市(現在の北九州市)

<観>

＊編集委員：橋本三八，加藤数功，立石敏雄，月原俊二，藤崎定雄，三日月直之．

＊1954年版の脱落を修正した小改訂版．

工藤暢須編(1956)： 地学辞典 ，530＋8p，8pl．東京堂：東京都．<地>『 』

＊三野与吉監修．

田中俊徳(1956)：福岡県．日本観光事典刊行委員会『日本観光事典 ，9～1‐20．日本観光事典』

観光委員会：東京都．<地・洞・観>

＊著者は福岡県土木部計画課長．

＊本委員会は内閣観光事業審議会の実質的事務局たる各省庁観光關係連絡官会議の構成員から

なる．

日本セメント呼野鉱山(1956)：日本セメント呼野鉱山．石灰石，(43)，p105．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

佐藤 久(1956)：カルスト地形．富田芳郎編『新地理学講座 第3巻 自然地理Ⅰ ，116-26．朝』

倉書店：東京都．<地>

＊地理学の教科書に初めてカルスト地形として平尾台が掲載された。

Sawada, K. 1956 The new spies of the genus CAMERO from Japan( )： Paraleaster
( ： ) 〈生・洞〉Coleoptera Staphylinidae . , 1, 42-44.Ent. Rev. Japan, Osaka

高橋 博(1956)：福岡県採銅所地区珪灰石調査報告．地調月報，9，(10)，699-708．通商産業省

工業技術院地質調査所：川崎市．<地・鉱>

Contr. Biol. Lab. KyotoYoshii, Ryozo 1956 Monographie zur Höhlencollembolen Japans.( )：

( ) ， 〈生・洞〉Univ., 3 , 1-109 1-22, 50pl.

【関連】

石原正春(1956)：郷土の美 8．教育委員会月報，3．<地>

＊梅花石について．

『 ．九州山岳連盟編(1956)： 九州の山々』改訂版，178p．九州山岳連盟：小倉市(現在の北九州市)

<観>



松下久道(1956)：北九州古第三紀層の地質について．化石，(5)，13-22．日本古生物学会．

<地>

門司郷土会(1956)： 白野江村誌 部落編 ．<地>『 』

＊梅花石について．

日本セメント香春鉱山(1956)：日本セメント香春鉱山．石灰石，(40)，p415．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

岡本要八郎編(1956)： 門司奇石 梅花石 ，60＋6p，4pl，1fg．門司市・門司市教育委員会・『 』

門司市文化財専門委員会：門司市(現在の北九州市)．<地・古・人>

下田秀雄(1956)： 東郷梅花石愛護協会趣意書 ．『 』

<1957年>

筑豊石灰鉱業東谷鉱山(1957)：筑豊石灰鉱業東谷鉱山．石灰石，(50)，p434．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

藤本治義・鈴木敬信編(957)： 地学教育辞典 ．488＋4＋132p．朝倉書店：東京都．<地>『 』

＊グラビアに平尾台のカレンフェルトとドリーネの写真掲載．

浜田清吉(1957a)：秋吉台の地形誌概報．秋吉台学術調査団編『秋吉台学術報告書 ，55-81．山』

口県教育委員会：山口市．<地>

＊註で平尾台羊群原の「鞍はずし」に言及．

浜田清吉(1957b)：秋吉台のカルスト地形．秋吉台学術調査団編『秋吉台学術報告書 ，83-103．』

山口県教育委員会：山口市．<地>

服部信彦(1957)：北九州工業五市．下中弥三郎編『世界文化地理大系 6 日本 Ⅴ 中国・四国・

九州 ，p190．平凡社：東京都．<地・人>』

平間 修・黒板昌夫・斎藤 需編(1957)：平尾台 『写真と解説 史跡名勝天然記念物 西日本の．

部 ，p82．吉川弘文館：東京都．<地>』

松本達郎(1957)：九州北部における中生代深成岩体貫入様式と地質構造との関係．後期中生代研

究連絡紙，5，6-7．<地>

無記名(1957)：黄金の鐘乳石 四年がかり 平尾台で発見．毎日新聞5月24日門司版．<洞>

＊小倉市砂津西鉄北九州営業局車両課多田太一さん(40)(西鉄登山部チーフリーダー)が4年が

かりで発見．現在，多田穴と呼ばれる．

村上允英・藤本重美(1957)：北九州田川変成岩帯南部の地質及び岩石．岩石鉱物鉱床学会誌，41，

164-71．岩石鉱物鉱床学会：仙台市．<地>

柴田秀賢・岡田 茂(1957)：北九州の花崗岩類の化学成分(要旨)．地質学雑誌，63，()，p405．

日本地質学会：東京都．<地>

冨田 達・唐木田芳文・桃井 斉(1957)：北九州新白亜紀花崗岩類の進化とジルコン．岡山大学温

泉研究所報告，(19)，27-32．岡山大学温泉研究所．<地>

【関連】

平間 修・黒板昌夫・斎藤 需編(1957)：古処山ツゲ原生林 『写真と解説 史跡名勝天然記念物．

西日本の部 ，p80．吉川弘文館：東京都．<生>』

日鉄鉱業船尾鉱山(1957)：日鉄鉱業船尾鉱山．石灰石，(50)，p433．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

太田喜久(1957)：小倉及び八幡市南方の中生界について(北九州における後期中生界の地質学的



研究そのIII)．福岡学芸大学紀要，(7)，第三部理科系統，63-73，1fg．福岡学芸大学：福岡

市．<地・古>

宇部興産恒見鉱山(1957)：宇部興産恒見鉱山．石灰石，(47)，284-85．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

<1958年>

石川重治郎(1958)：九州地方の石灰洞穴とその動物相．高知女子大学紀要，6(自然科学編-2)，7

-22．高知大学：高知市．<生・洞>

岩波書店編集部・名取洋之助編(1958)：平尾台のカルスト地帯(写真) 『岩波写真文庫 271 福．

岡県 -新風土記- ，p8．岩波書店：東京都．<地・観>』

木下亀城・宮久三千年(1958)：北九州の中生代花崗岩と鉱床との関係．九州鉱山学会誌．26，(1

0)，488-95．九州鉱山学会：福岡市．<地・鉱>

辻村太郎(1958)：五島列島の旅 『日本の山水 ，15-20．宝文館：東京都．<地>． 』

＊初出は雑誌掲載と思われる．

＊1953年10月25日からの五島列島巡検の帰途，11月4日に平尾台を訪問．

渡辺 繁(1958)：東谷鉱山の現況．石灰石，(55)，264-77 ．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

【関連】

浅野五郎(1958)：．鉱山地質，8，(31)，283-．<地>

長谷 晃(1958a)：西中国・北九州の後期中生界の層序と構造．広島大学地学研究報告，(6)，1-4

0，6fg．広島大学：広島市．<地・古>

長谷 晃(1958b)：西中国・北九州の後期中生界(演旨)．日本の後期中生界の研究連絡誌，(7)，1

44-48．<地>

長谷 晃・今村外治・太田喜久・楠見 久・植田芳郎(1958)：西中国・北九州の後期中生界(演旨)．

地質学雑誌，64，[754]，367-68．日本地質学会：東京都．<地>

稲井信雄(1958)：福岡県 A.三ノ岳地区．未利用鉄資源，4．<地・鉱>

野口 高・滝野正次(1958)：地下水流による地表陥没現象．九州鉱山学会誌，26，(6)，290-96．

九州鉱山学会：福岡市．<地・水・鉱>

岡本要八郎(1958)：門司石の現状と筍石(直角石)の発見．地学研究，10，89-92．日本礦物趣味

の会：京都市．<地・古>

世界地名辞典編集部(佐藤直助責任)(1958)：平尾台 『世界地名辞典 日本・東洋篇 ，p480．東． 』

京堂：東京都．<地>

高橋 博(1958)：福岡県採銅所地区珪灰石調査報告．地質調査所月報，9，(10)．<地・鉱>

<1959年>

稲井信雄・篠崎敬地(1959)：福岡県 A.呼野，岩屋，篠票地区．未利用鉄資源，5，340-47．

<地・鉱>

唐木田芳文(1959)：北九州の花崗岩類の地質学的関係．日本地質学会59年総会講演．日本地質学

会：東京都．<地>

木下亀城・宮久三千年(1959)：北九州中生代花崗岩と鉱床の関係．九州鉱山学会誌，26，(10)，

488-95．九州鉱山学会：福岡市．<地>

宮久三千年・毛利元躬(1959)：福岡県吉原鉱山の接触交代銅硫化鉄鉱床とくに本坑鉱床の構造支



配について．鉱山地質，9，(37)，276-86．日本鉱山地質学会：東京都．<地・鉱>

【地図】

国土地理院(1959)：5万分の1地形図「行橋」応急修正版．

＊1959年1月30日発行．

＊正式の修正測量にかわり空中写真並びに各種資料に基づいて応急的に修正．

戦災及び経済復興の為貸与された下記の米国陸軍空中写真並びに資料による．

1(1)． 昭和22年4月撮影．空中写真(972-M) 平面図化法

(2)． 昭和23年3月撮影．空中写真(711-M) 平面図化法

2．昭和23年12月～24年2月 現地調査資料．

3．行政区画昭和30年1月現在．

＊｢平尾臺｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯(ガからヶに変更)，竜ヶ鼻(ガからヶに変更)，金辺峠，靑

(ショウ)竜窟，鐘乳洞(千佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千佛，市丸，小森，呼野，上

矢山，内ノ藏，矢山、大行事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

【関連】

浅野五郎(1959)：．鉱山地質，9，(34)，101-17．<地>

稲井信雄(1959)：三ノ岳地区．未利用鉄資源，4．<地・鉱>

木下亀城(1959)：福岡県末広鉱山企業診断報告書．福岡通産局．<地・鉱>

高橋 博(1959)：福岡県恒見ドロマイト鉱床産Mgリョクデイ石・モンモリロン石規制的混合層鉱

物に付いて．鉱物学雑誌，4，(3)．

<1960年>

福岡県立小倉高等学校科学部・生物部(1960)： 科学の芽ばえ ．福岡県立小倉高等学校：小倉『 』

市(現在の北九州市)．<地・生・水・洞>

三好治一編(1960)： 平尾台の研究 ，36p．福岡県立小倉高等学校：小倉市(現在の北九州市)．『 』

<地・生・水・洞>

・福岡県立小倉高等学校科学部：第一次平尾台調査千仏洞調査．6-9．

・福岡県立小倉高等学校科学部：第二次平尾台調査鍾乳洞とドリーネの調査．10-14．

・石井 進・岩谷正人：第三次平尾台調査平尾台の科学的調査3年間を回顧して．p15．

・城井幸保・竹内克己・原 健次・矢崎 暁：第三次平尾台調査地質調査の部．16-19．

・朝枝 剛・草野祥三・谷口克彦・柿原秀敏：第三次平尾台調査青龍窟の部．19-21．

・前田芳夫・山崎篤磨：第三次平尾台調査ドリーネ調査．22-13．

・福岡県立小倉高等学校生物部植物班：平尾台の植物．28-29．

・福岡県立小倉高等学校科学部：スライドの紹介「平尾台の調査」(カラースライド68枚)．30

-34．

・福岡県立小倉高等学校生物部：スライドの紹介「平尾台の植物」(カラースライド32枚)．35

-36．

＊福岡県立小倉高等学校科学部・生物部(1960)： 科学の芽ばえ』より抜粋．『

瓜生ニ成監修，樗木昇一(著者代表)(1960)： 福岡県の地理 ，486p．光文館：福岡市．『 』



【関連】

麻生産業船尾鉱山(1960)：麻生産業船尾鉱山．石灰石，(65)，214-15．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

滝野正次(1960)：地下水流による地表陥没現象(第2報)．九州鉱山学会誌，29，(9)，39-46．九

州鉱山学会：福岡市．<地・水>

保里昌平(1960)：小倉市呼野における接触鉱床の電気探査．九州鉱山学会誌，28，(2)，p1．

<地・鉱>

<1961年>

福岡県立小倉高等学校科学部(1961)：青龍窟白川平面図および解説．

グローリホール委員会(1961)：グローリホール各論：筑豊石灰工業・東谷鉱山．石灰石，(71)，

214-22．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

橋本三八・月原俊二・福岡山の会・松岡 実・加藤数功・成富正義・火ノ山昱夫(1961)： 北九『

州の山旅－山渓文庫7 ，190ｐ．山と渓谷社：東京都．』

・橋本三八：総論．8-26．

・月原俊二：わが心の山・福智山．51-57．

神崎義夫(1961)：小倉博の成果．小倉市役所編『伸びゆく北九州 小倉大博覧会誌 ，219-23．』

小倉市役所：小倉市(現在の北九州市)．

＊著者は北九州産業社会研究所所属．

＊｢伸びゆく北九州小倉大博覧会｣は1960年3月20日～5月23日(64日間)に小倉造幣廠跡を会場と

して開催．小倉市60周年記念と5市合併推進を目的とし，110余万の人出があった．

＊博覧会開催に付随して都市整備が促進され，菅生の滝観光道路や霧ヶ岳観光道路(足立山ド

ライブウェイ)とともに，平尾台観光道路が拡幅整備され，自動車道路として開通した(写真

あり)．

木下亀城編(1961)： 日本地方鉱床誌 9 九州地方 ，695p．朝倉書店：東京都．<地・鉱>『 』

・宮久三千年：鉱業の沿革．3-11．

三野与吉(1961)：石灰岩平野 『地形入門 ，72-74，古今書院：東京都．<地>． 』

．定村責三(1961)：平尾台遺蹟について．美夜古文化，(14)，12-13．美夜古文化懇話会：行橋市

<歴>

式 正英(1961)：カルスト地形．下中邦彦編『国民百科事典 ，2，201-02．平凡社：東京都．<』

地>

住友セメント小倉鉱山(1961)：住友セメント小倉鉱山．石灰石，(72)，324-25．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

友石孝之(1961)：秋の記録 -青龍窟と等覚寺の研究ノートより-．美夜古文化，(14)，19-33．美

夜古文化懇話会：行橋市．<地・人・洞>

＊井本・山本編(1971)に収録．

【関連】

麻生産業船尾鉱山(1961)：麻生産業船尾鉱山．石灰石，(71)，p11．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

藤本治義・吉中竜之進・田島信弘(1961)：福岡県企救半島の上部古生界について．山形大学紀要

(自然科学)，5，(2)，419-23，1pl．山形大学：山形市．<地・古>



福岡県教育委員会(1961)： 福岡県文化財調査報告書 第23集 名勝・天然記念物 ，95p，63pl．『 』

福岡県教育委員会：福岡市．<地・生・洞・環>

グローリホール委員会(1961a)：グローリホール各論：苅田鉱業・苅田鉱山．石灰石，(71)，91-

98 ．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

グローリホール委員会(1961b)：グローリホール各論：日鉄鉱業・船尾鉱山．石灰石，(71)，154

-61 ．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

苅田鉱業苅田鉱山(1961)：苅田鉱業苅田鉱山．石灰石，(71)，p7．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

小金丸伊久雄(1961)：三井田川坑内に出現せる異常な陥没現象について．九州炭鉱技術連盟会誌，

14，(8)，299-306．九州炭鉱技術連盟会：福岡市．<地・鉱>

中神三俊(1961)：日鉄船尾鉱山の剥土作業．石灰石，(73)，414-19．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

野田光雄(1961)：田川市弓削田付近のいわゆる円形断層．九州鉱山学会誌，29，(10)，30-35．

九州鉱山学会：福岡市．<地・水>

月原俊二(1961)：落城悲話・鬼ガ城(香春岳)．橋本三八・月原俊二・福岡山の会・松岡 実・加

藤数功・成富正義・火ノ山昱夫『北九州の山旅－山渓文庫７ ，42-52．山と渓谷社：東京都．』

<歴>

<1962年>

浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表(1962a)：福岡の自然．浅香幸雄・木内信蔵・児玉

幸多編集委員代表『図説日本文化地理大系，2，九州Ⅱ 熊本・長崎・佐賀・福岡 ，260-65．』

小学館：東京都．<地>

＊佐藤 正(1962)収録．

浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表(1962b)：秋吉台．浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多

編集委員代表『図説日本文化地理大系，4，中国Ⅰ 総説・山口・島根・鳥取 ，125-26．小』

学館：東京都．<地>

＊平尾台の「カレン(石灰岩柱)」に言及．浜田清吉・三浦肇執筆？

唐木田芳文・富田 達・松本達郎(1962)：北九州花崗岩類の2，3の問題．地質学雑誌，68，(802)，

373-76．日本地質学会：東京都．<地>

松本達郎・野田光雄・宮久三千年(1962)： 日本地方地質誌 九州地方 ，423p．朝倉書店：東『 』

京都．<地・古>

宮久三千年･鹿島愛彦(1962)：平尾台カルストの石灰洞群にみられる曲流現象．愛媛大学紀要，

第Ⅱ部(自然科学)，Dシリーズ(地学)，4，(3)，27-39．<地・水・洞>

＊1962年１月，愛媛大学・山口大学ほかによる平尾台洞穴調査の一部．

日本ケイビング協会(1962)：青龍窟平面図．

西村蹊二(1962)：石灰岩地帯の地形学図について -平尾台の場合-．地理学評論，35，(12)，p33．

日本地理学会：東京都．<地>

佐藤 正（撮影月原俊二） (1962)：平尾台．浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表『図説

日本文化地理大系，1，九州Ⅰ 総説・鹿児島・沖縄・宮崎・大分 ，44-45．小学館：東京都．』

<地・観・保>

重光謙一(1962)：小倉鉱山に於ける坑内破砕設備．石灰石，(77)，653-58．石灰石鉱業協会：東

京都．<地・鉱>



土地調整委員会(1962a)：第3節 異議の裁定．2．平尾台地域（福岡県）における鉱業出願許可

処分に関する裁定申請（再審理 ．昭和37年土地調整委員会年次報告書．総理府：東京都．<）

鉱・利・保>

土地調整委員会(1962b)：第5節 訴訟事件．1．平尾台地域（福岡県）における鉱業権に関する

裁定に係る訴訟．昭和37年土地調整委員会年次報告書．総理府：東京都．<鉱・利・保>

通商産業省工業技術院地質調査所編(1962)：50万分の1地質図幅 No.14「福岡（第2版 ．通商）」

産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地>

八木沼健夫(1962)：洞穴産の蜘蛛．大阪市立自然科学博物館研究報告, (15), 65-77．大阪市立

自然科学博物館：大阪市．<生・洞>

＊千仏洞・青龍窟で上野俊一がアキヨシヒメグモを採集．千仏洞で石川重治郎がヨリメグモ

を採集．

吉岡重夫(1962)： 北九州の植物 ，p80．<生>『 』

【関連】

浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表(1962c)：三井鉱山田川セメント工業所 『図説日．

本文化地理大系，2，九州Ⅱ 熊本・長崎・佐賀・福岡 ．小学館：東京都．<地・鉱>』

． ，浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表(1962d)：福智山山地 『図説日本文化地理大系，2

九州Ⅱ 熊本・長崎・佐賀・福岡 ，p262．小学館：東京都．<地・鉱・保>』

＊写真は月原俊二撮影．

日本セメント香春鉱山(1962)：日本セメント香春鉱山．石灰石，(77)，624-25．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

大里仁士(1962)：香春岳．浅香幸雄・木内信蔵・児玉幸多編集委員代表『図説日本文化地理大系，

2，九州Ⅱ 熊本・長崎・佐賀・福岡 ，p262-263．小学館：東京都．<地・鉱>』

浦田英夫(1962)：福岡市附近の平坦面の地史学的研究．九州大学教養部地学研究報告，(8)，1-4

5，2pl．<地>

由井俊三・井沢英二(1962)：福岡県吉原鉱山調査報告書．福岡通産局鉱山部提出書類．福岡通産

局：福岡市．<地・鉱>

<1963年>

広津信明・松竹 亘・佐藤信彦(1963)：平尾台「牡鹿洞 ．洞窟研究会会報，12，1-4．洞窟研究」

会：名古屋市．<地・洞>

保育社編集部編(1963)：平尾台 『現代百科大事典 ，p1073．保育社：大阪市．<地・洞>． 』

清原清人(1963a)：九州北部，平尾台石灰岩層中の不整合について．地質調査所月報，14，(8)，

37-40．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地>

，清原清人(1963b)：九州地方の古生代石灰岩層の構造地質学的研究．地質調査所月報，14，(10)

25-50．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地・洞・鉱>

小倉市(1963)：小倉60年小史．

三菱セメント東谷鉱山(1963)：三菱セメント東谷鉱山．石灰石，(84)，146-47．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

村田穣一編著(1963)：平尾台 『北九州市 ，p63．村田穣一：北九州市．<地・洞・観>． 』



中野尊正・式 正英(1963)：カルスト地形（鍾乳洞のでき方 『地形の教室 ，36-41．古今書）． 』

院：東京都．<地>

大八木信之(1963)：平尾台学術調査(日本洞穴探検隊)に参加して．美夜古文化，(15)，44-45．

美夜古文化懇話会：行橋市．<洞>

植田房雄(1963)：カルストの地形 『地学 地形・地質 ，39-42．明玄書房：東京都．<地>． 』

瓜生ニ成監修，樗木昇一(著者代表)(1963)： 福岡県の地理』[増補版](西日本地理集成4)．光『

文館：福岡市．<地>

【関連】

井上秀雄・五十嵐俊雄(1963)：四ツ高鉱山のドロマイト鉱床．石灰石，(86)，248-54．石灰石鉱

業協会：東京都．<地>

唐木田芳文(1963)：福岡市西南部の変成岩類(講演要旨)．地質学雑誌，69，(814)，p321．日本

地質学会：東京都．<地>

河田茂麿・井上秀雄・高橋 博(1963)：ドロマイト．地質ニュース，(103)，1-24．通商産業省工

業技術院地質調査所：川崎市．<地>

日鉄鉱業船尾鉱山(1963)：日鉄鉱業船尾鉱山．石灰石，(84)，144-45．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

鈴木利久(1963)：香春鉱山の階段採掘法．石灰石，(86)，255-59．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

<1964年>

福岡県立小倉高等学校科学部(1964)：平尾台総合調査．超新星，(15)，1-47．福岡県立小倉高等

学校科学部：北九州市．<地・水・洞>

長谷川善和(1964)：九州平尾台の牡鹿洞よりカワウソが発見される．哺乳動物学雑誌，2, (3)．

<地・古・洞>

畑中健一(1964)：平尾台北東部湿原の花粉分析．北九州大学外国語学部紀要〔Ⅱ ，(11)，23-2〕

9．北九州大学：北九州市．<地・生>

狭間畏三(1964)： 神代帝都考』, 331p．狭間章雄：北九州市．<歴・人・地・洞>『

石原敏明編(1964)： 新しい日本 第9巻 九州① 福岡・佐賀・長崎 ，150p．国際情報社：東京『 』

都．<地>

経済企画庁総合開発局国土調査課編(1964)： 全国地下水（深井戸）資料台帳 九州編 ．経済『 』，

企画庁：東京都．<地・水・利>

木下則安(1964)：小倉鉱山の保安．石灰石，(91)，46-53．石灰石鉱業協会：東京都．<地・

鉱>

守田 優(1964)：カルスト地形の研究－秋吉台におけるドリーネとカッレンを中心として－．立

命館文学，(233)，1275-90．立命館大学：京都市．<地>

＊〔註〕で平尾台の「カッレン」について記述．

直良信夫(1964)： 化石のひみつ ．182p，4pl．さ・え・ら書房：東京都 〈古〉『 』 ．

＊グラビアに青龍窟洞口ホール写真 「福岡県平尾台の石灰岩地帯には、大きいほら穴がたっ．

くさんあります。この写真はその一つ、青龍窟(せいりゅうくつ)の内部です。ここからは馬の

歯の化石が発見されました 」。

徳富一光(1964)：四国カルスト大野ヶ原周辺洞穴調査に参加して．山口ケイビングクラブ会報，



(3)，1-5．

＊｢豊前の国小倉平尾台に恋をしたその若者二人、東大山崎氏と九大前田氏｣．

八木 研(1964)：東谷鉱山におけるNo.5グローリホールの開発．石灰石，(91)．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

山内 浩(1964)： 洞穴探検』グリーンベルトシリーズ49，244p．筑摩書房：東京都．<地・古・『

水・洞>

吉岡重夫(1964)： 北九州市の植物 ，190p，2fig．北九州植物友の会：北九州市．<生>『 』

【関連】

井上秀雄・五十嵐俊雄・高橋 博(1964)：北九州市門司区恒見四つ高鉱山のドロマイト鉱床につ

いて．地質調査所月報，15，()，762-68．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．

<地>

苅田鉱業苅田鉱山(1964)：苅田鉱業苅田鉱山．石灰石，(90)，430-31．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

九州大学地学研究部(1964)： 水無鍾乳洞調査報告書 ，26p，1fig．九州大学地学研究部：福岡『 』

市．<地・生・洞>

<1965年>

熊本日日新聞社(1965)： 新九州百景 ．熊本日日新聞社：熊本市．<地・観>『 』

酒井軍治郎(1965)：カルスト岩罅水 『地下水学 ，168-75．朝倉書店：東京都．<地・水・洞>． 』

友石孝之(1965)： 挾間畏三先生著「神代帝都考」解説 ，91ｐ，2pl，1fg．美夜古文化懇話『 』

会：行橋市．<歴>

山中二男(1965)：日本のイワシデ群落．高知大学学術研究報告，13，自然科学Ⅰ，(4)．<生>

【関連】

階段採掘委員会(1965a)：階段採掘法各論：日本セメント株式会社香春鉱山．石灰石，(94)，294

-306．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

．階段採掘委員会(1965b)：階段採掘法各論：日鉄鉱業株式会社船尾鉱山．石灰石，(94)，356-69

石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

小村幸二郎(1965)：福岡県門司付近の鉱床．地質調査所月報，16，(11)，653-58．通商産業省工

業技術院地質調査所：川崎市．<地・鉱>

日本セメント香春鉱山(1965)：日本セメント香春鉱山．石灰石，(94)，188-89．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

<1966年>

平田 惇(1966)：福岡県吉原鉱山に於ける石灰岩の褶曲構造．九州鉱山学会誌，34，(7)，1-10．

九州鉱山学会：福岡市．<地・鉱>

河野義礼・植田良夫(1966)：本邦産火成岩のK-Ar dating (V) -西南日本の花崗岩類-．岩石鉱物

鉱床学会誌，56，191-211．日本岩石鉱物鉱床学会：仙台市．<地>

無記名：平尾台ハイキングコース．小川保喜・杉野辰雄・山本博達編『北九州の自然 ，p92．』

六月社：大阪市．<地・観>

小川保喜・杉野辰雄・山本博達編(1966)： 北九州の自然 ，182p．六月社：大阪市．<地・生・『 』



観>

榊 昌宏(1966)：吉原鉱山のスカルン鉱物．小川保喜・杉野辰雄・山本博達編： 北九州の自『

然 ，84-86．六月社：大阪市．<地>』

立石敏雄(1966)：平尾台の植物．小川保喜・杉野辰雄・山本博達編： 北九州の自然 ，37-39．『 』

六月社：大阪市．<生>

月原俊二(1966)： 登山･ハイキング 68 平尾台・福智山塊 ，48p，1fg．日地出版：東京都．<『 』

地・人・歴・洞・自・観・鉱>

山中二男(1966)：アラカシ‐ナンテン群落について．高知大学学術研究報告，15，自然科学Ⅰ，

(2)．<生>

【関連】

小川保喜・杉野辰雄・山本博達(1966)： 北九州の自然 ，182p．六月社：大阪市．<地・生>『 』

宇部興産恒見鉱山(1966)：宇部興産恒見鉱山．石灰石，(98)，826-27．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

<1967年>

福岡県立小倉高等学校生物部(1967)： 平尾台広谷の植物調査 ，28p．『 』

亀井節夫(1967)： 日本に象がいたころ』岩波新書645，198p．岩波書店：東京都．<古・洞>『

清原清人(1967)：塊状石灰岩体の構造をえぐる(2)．石灰石，(109)，604-11．石灰石工業協会：

東京都．<地>

中野尊正(1967)：カルスト地形 『日本の地形 ，築地書館：東京都．<地>． 』

上野俊一(1967)：日本における洞窟昆虫学の発展．昆蟲，35，(3)，302-11．日本昆虫学会：東

京都．<生・洞>

＊1930年頃 「江崎悌三は、山口県の秋芳洞や福岡県平尾台の千佛洞を調査し、これらの洞窟，

に特殊なトビムシ類やカマドウマ類のすんでいることを知った 」。

渡辺 光・中野尊正・山口恵一郎・式 正英編(1967)『日本地名大事典 1 九州 ．513p．朝倉書』

店：東京都．<地・洞>

【地図】

国土地理院(1967)：5万分の1地形図「行橋」(4色刷)．

＊1960年測量，1963年補測量(区画，名称は1963年3月20日)，1967年4月30日発行．

＊｢平尾台｣．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，竜ヶ鼻，金辺峠，青(ショウが消えた)竜窟，鐘乳洞(千

佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千仏，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行

事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊ドリーネの矢印が消えた．

【関連】

麻生セメント株式会社船尾鉱山(1967)：麻生セメント株式会社船尾鉱山．石灰石，(108)，540-4

5．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

清原清人(1967)：塊状石灰岩体の構造をえぐる(3)．石灰石，(110)，665-76．石灰石工業協会：

東京都．<地>

九州大学生物研究部(1967)：水無鍾乳洞及び野河内洞調査(1)． ，12．九州大学生物研究Vitae



部：福岡市．<地・生・洞>

富田宰臣(1967)：田川地区の出山層について（筑豊炭田，出山層の研究2 ．九州大学理学研究）

報告，8，171-80．九州大学理学部：福岡市．<地>

宇部興産株式会社苅田鉱山(1967)：宇部苅田鉱山．石灰石，(106)，404-05．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

<1968年>

福岡県教育委員会(1968)：福岡県の文化財．福岡県：福岡市．<地・洞・保>

長谷川善和(1968)：古生物の“墓場”―化石から過去をふりかえる―．科学朝日(11月号)，28，

(12)，48-50．朝日新聞社：東京都．<古・洞>

Hasegawa,Yoshikazu, Hiroshi Yamauti and Goro Okafuji 1968 A fossil assemblage of( )：

Macaca and Homo from Ojikado-cave of Hiraodai karst plateau, northern Kyushu, Japan.
., 69 , 218-29 1pl Palaeontlogical Society ofTrans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S ( ) ， ．

： ．Japan Tokyo
[長谷川善和・山内 浩・岡藤五郎：平尾台カルストの牡鹿洞におけるニホンザルとヒトの化石

群集．日本古生物学会報告・紀事，(69)，218-29．日本古生物学会：東京都] <地・古・生・

洞>

＊山内浩著作集出版委員会編(1983)に再録．

浜田清吉・三浦 肇(1968)：四国山地大野ヶ原カルストの開拓土地利用．山口大学教育学部研究

論叢‐人文科学・社会科学‐，7-1，1-14．山口大学教育学部：山口市．<地・人・利>

市川正巳(1968)：カルスト地形．相賀徹夫編『大日本百科事典 ，5，64-65．小学館：東京都．』

<地>

金子宣弌(1968MS)： 北九州市南部福智山-平尾台地域の地質』九州大学理学部地質学科昭和42『

年度卒業論文，67p，2pl，2fg．九州大学理学部：福岡市．<地>

鹿島愛彦(1968)：歴史が刻む“石の花”－鍾乳石：その成因と成長と．科学朝日，11月号，28，

(12)，40-42．朝日新聞社：東京都 〈地・洞〉．

清原清人(1968a)：塊状石灰岩体の構造をえぐる(4)．石灰石，(111)，16-27．石灰石工業協会：

東京都．<地>

清原清人(1968b)：塊状石灰岩体の構造をえぐる(5)．石灰石，(112)，66-71．石灰石工業協会：

東京都．<地>

清原清人(1968c)：北九州平尾台付近の地質 -とくに平尾石灰岩層の地質構造について-．地質調

査所月報，19，(7)，39-48，7pl，1fg．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地・

洞・鉱>

松下久道・高橋良平・唐木田芳文・浦田英夫・小原浄之介・富田宰臣・古部 浩・金子宣弌・永

井利明(1968)： 北九州市地質図(2万5千分の1)，北九州市内地質調査報告 ，42p．北九州『 』

市：北九州市．<地>

．三菱セメント株式会社東谷鉱山(1968)：三菱セメント株式会社東谷鉱山．石灰石，(111)，6-11

石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

守田 優(1968a)：カルスト地形．聖火（大阪府立阿倍野高校自治会機関誌 ，(19)，82-90．大）

阪府立阿倍野高校：大阪市．<地>

．守田 優(1968b)：えのは淵(平尾台)におけるカルスト現象について．東北地理，20，(2)，p102

<地・水・洞>



』，新世紀辞典編集部(代表 渡辺 博)(1968)：平尾台．新世紀辞典編集部編『学研 新世紀大辞典

p1664．学習研究社：東京都．<地・洞>

月原俊二(1968)： 登山･ハイキング 68 平尾台・福智山塊 ，[増補版]，48p，1fg．日地出版：『 』

東京都．<地・人・歴・洞・自・観・鉱>

山内 浩(1968)：暗黒の世界を探る－ケイブ・サイエンス－保存と探検への心がまえ－．科学朝

日，28，(12)，31-39．朝日新聞社：東京都．<洞>

＊山内浩著作集出版委員会編(1983)に再録．

＊｢たて穴観光洞は、平尾台の牡鹿洞があるだけである。｣

吉井良三(1968)： 洞穴学ことはじめ ，岩波新書(青版)688，200p．岩波書店：東京都．<生・『 』

洞>

【関連】

芳賀昭治(1968a)：日本のヤスデ(Ⅰ)．日本のヤスデ，(1)，1-12，6fg．自刊：北九州市．<生・

洞>

．芳賀昭治(1968b)：岩屋鐘乳洞のヤスデ(福岡県田川市方城町岩屋)．日本のヤスデ，(1)，13-16

自刊：北九州市．<生・洞>

芳賀昭治(1968c)：岩屋の鐘乳洞産ヤスデ(福岡県直方市辨城岩屋)．日本のヤスデ，(1)，p16．

自刊：北九州市．<生・洞>

清原清人(1968a)：福岡県京都郡苅田町付近の石灰岩層周辺の地質．地質調査所月報，19，()，8

01-03．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地>

清原清人(1968b)：北九州市門司区・恒見・井ノ浦付近に分布する石灰岩体周辺の地質．地質調

査所月報，19，(11)，755-759．通商産業省工業技術院地質調査所：川崎市．<地>

日本セメント香春鉱山(1968)：香春鉱山の大坑井式階段採掘法採用による合理化．石灰石，(11

4)，178-84．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

野田光雄(1968)：筑豊炭田香春附近の円形断層と地質構造．1-6，3fg．<地・水・鉱>

大山澄太編(1968)： 山頭火著作集（2 ．潮文社：東京都．<文>『 ）』

＊1932年5月2日付 呼野からの木村緑平宛ハガキと手紙．

｢五月二日 呼野にて、種田生

たいへんお世話になりました。おかげで重荷がかるくなりました。葉桜のわかれでしたね。

香春をまとに橋をわたりトンネルをくゞり、そして花園のやうな道を来ました。ゆっくりす

べてを味ふつもりで早泊りしました。あつくあつく御礼を申上げます。これから一路、白

船居へいそぎませう。おたよりはどうぞその方へ。奥様によろしくお伝へ下さい。

ここでも住める筧あふれる

（こんな場所が、そしてこんな家と水がありましたよ 」）

<1969年>

伊藤常足(1969)： 太宰管内誌(上中下)』歴史図書社：東京都．『

＊1841年(天保12年)脱稿．

唐木田芳文(1969)：北九州における片状花崗閃緑岩と塊状花崗岩との成因関係についての予察．

西南大学理論集，9，(2)，75-85．<地>

鹿島愛彦(1969)：洞穴の蛇行現象． ，(1)，p2．ケイビング全国組織準備委員会：Caving News
山口県秋芳町．<洞>



北九州大学民俗研究会編(1969)： 平尾台東麓の民俗 昭和43年度北九州大学民俗研究会調査報『

告 ，343p．北九州大学民俗研究会：北九州市．<地・人・歴>』

北九州市役所(1969)：北九州市1/2.5万地質図．<地>

千田 昇(1969)：九州における二つのカルスト地域の比較研究．東北地理，21，(4)，203-09．<

地>

高橋五郎・岡本正豊(1969)： 福岡県産貝類目録 ，154＋3p，22pl．高橋五郎・岡本正豊：福岡『 』

市・東京都．<生>

＊1948年初版発行．

松下久道・永井利明・金子宣弌(1969)：平尾台およびその周辺の地質構造(九州北部の地質造の

研究 その１)．九州大学理学部研究報告(地質)，9，(1)，113-19，8pl．九州大学理学部：

福岡市．<地>

西川 治編( )：平尾台カルスト台地 『講談社版日本の文化地理 福岡・大分・佐賀・長1969 16．

崎 ， ．講談社：東京都．<地・洞・利・観・鉱>』 23-24
土地調整委員会(1969)：鉱区禁止地域指定．土地調整委員会告示第23号．官報，(12907)．<鉱・

保・利>

＊12月23日告示．平尾台の文化財区域を中心とした面積471ヘクタールを鉱区禁止地域として

指定．

＊福岡ユネスコ協会都市問題研究会編(1973)に収録．

土田耕三(1969)：石灰岩台地における水系について．石灰石，(121)，8-15. 石灰石鉱業協会：

東京都．<地・人・水・洞・鉱>

Ueno Shun-Ichi 1969 Coleoptera, Trechinae , an assemblage of， ( ) ： ( )Stygiotrechus
remarkably diversified blind trechines 12,． ，Bulletin of the National Science Museum
( ) ： <地・生・洞>3 , 485-515. The National Science Museum Tokyo.
[ ( )，特異に分化したメクラチビゴミムシ群集．国立科Stygiotrechus Coleoptera, Trechinae
学博物館報告]

山内 浩(1969)：越智君とともに．鹿島愛彦・大林延夫編『自然とともに-越智研一郎追悼集- ，』

40-52．岩泉町・日本ケイビング協会・日本洞穴学研究所・愛媛大学探検部OB会：岩泉町．<

洞>

＊1962年1月平尾台洞穴調査に越智研一郎参加．日本ケイビング協会指定ケイブ制（登録料徴

収）を考案して青龍窟，千仏鍾乳洞の経営者に呼びかけたところ，賛成はされたが金銭面で問

題があり実現しなかった．

【地図】

国土地理院(1969)：5万分の1地形図「行橋」(4色刷)．

＊同上．1968年資料修正（行政区画，名称は1968年10月1日 ．1969年5月30日発行．）

＊｢平尾台｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，竜ヶ鼻，金辺峠，青(ショウが消えた)竜窟，鐘乳洞(千

佛の北側)，井手浦，等覚寺，平尾，千仏，市丸，小森，呼野，上矢山，内ノ藏，矢山、大行

事，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．

＊引き続きドリーネの矢印なし．

【関連】



土井義人(1969)：宇部苅田鉱山の概況．石灰石，(122)，77-80．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

唐木田芳文(1969)：福岡市西南方，飯場－雷山地区の複変成ホルンフェルス中のアルマンディン

ざくろ石．九州大学理学研究報告，地質，9，(1)，99-104．<地>

『 』，．三木 孝(1969MS)： 九州大学理学部地質学科昭和43年度卒業論文：福岡県香春岳地域の地質

九州大学理学部：福岡市．<地>

高橋五郎・多田 昭(1969)：福岡県古処山沖ノ島 熊本県五家荘椿洞小崎洞採集記．貝仲間，3，

(1)，1-20．<生>

浦田英夫・小原浄之介・富田宰臣(1969)：福岡県企救半島の古生層の構造について(九州北部の

地質構造の研究-その2)．九州大学理学部研究報告(地質学)，9，121-28，3pl．九州大学理学

部：福岡市．<地>

<1970年>

福岡県教育委員会(1970)：福岡県文化財目録，市町村別(国指定，県指定)．

浜田清吉先生御退官記念事業会(代表中野恒夫)(1970)： 浜田清吉先生地理学論文・随想集 ，4『 』

03p．2pl．浜田清吉先生御退官記念事業会：山口市．

・浜田清吉：北九州平尾台のカルスト地形．<地・水・洞>

・浜田清吉：平尾台高原カルストの人文生態．<地・人・歴・水・洞>

・浜田清吉・小野忠煕：平尾台の遺物発見地とその遺物．<地・人・歴・水・洞>

Hamada, Seikichi 1956 The value of Akiyoshi Plateau from the geographical・ ( )：

standpoint.
[浜田清吉：地理学的見地からの秋吉台カルストの価値．]

長谷川善和(1970)：44年度九州地方の洞窟より発見された哺乳動物化石のトピックス．Caving N

ews，(3)，p3．ケイビング全国組織準備委員会：山口県秋芳町．<地・洞>

鹿島愛彦(1970)：二、三の石灰洞群における曲流現象について(石灰洞の地質学的鉱物学的諸研

究-Ⅹ)． 愛媛大学紀要，自然科学， Dシリーズ(地学)，6，(3)，1-10．愛媛大学：松山市．

<地・水・洞>

苅田町誌編集委員会編(1970)： 苅田町誌 ，379p．苅田町：福岡県苅田町．<地・洞・人・歴>『 』

経済企画庁総合開発局編(1970)： 縮尺20万分の1土地分類図40(福岡県) ．経済企画庁総合開発『 』

局：東京都．<地・人>

小倉刑務所山岳部探検班(1970)：平尾台の地図． ，(2)，p3．ケイビング全国組織準Caving News

備委員会：山口県秋芳町．<地・洞>

無記名(1970)：石灰石鉱床分布と鍾乳洞．あるくみるきく，(43)，34‐35．日本観光文化研究所

（近畿日本ツーリスト内 ：東京都．<洞>）

力丸丈男(1970)：平尾台．相賀徹夫編『大日本百科事典 ，15，p313．小学館：東京都．<地>』

淸水大吉郎・市川浩一郎(1970)：二畳紀地向斜と山列の出現．市川浩一郎・藤田至則・島津光夫

編『[日本列島]地質構造発達史 ，34-43．築地書館：東京都．<地>』

下中邦彦編(1970)：平尾台 『アポロ百科事典，3 ，1647p．平凡社：東京都．<地・洞>． 』

曾塚 孝(1970)：小倉区平尾台の獣骨遺骸について．北九州地区高校生物生徒研究発表要旨．

<洞・古>

吉井良三(1970)： 洞穴から生物学へ』NHKブックス125，223p．日本放送出版協会：東京都．<『

生・古・洞>



山内 正(1970)：洞穴．相賀徹夫編『大日本百科事典 ，13，159-60．小学館：東京都．<地・洞』

>

【地図】

国土地理院(1970)：１万分の１土地条件図「小倉 ．」

【関連】

九州大学探検部(1970a)：岩屋鍾乳洞群調査報告．九大探検，3，25-28．九州大学探検部：福岡

市．<洞>

九州大学探検部(1970b)：九大探検部活動報告． ，(2)，p4．ケイビング全国組織Caving News
準備委員会：山口県秋芳町．<洞>

村上賢ニ(1970)：岩屋鍾乳洞初見記．九大探検，3，p29．九州大学探検部：福岡市．<洞>

<1971年>

福岡県教育委員会(1971)：福岡県文化財地図．

福岡県農政部農地開拓課編(1971)： 周防灘周辺開発地域土地分類基本調査 行橋・簑島 国土調『

査 ，43p，7fg．福岡県農政部農地開拓課：福岡市．<地・人・水>』

＊事業主体は福岡県で，経済企画庁総合開発局国土調査課の指導によって実施．本調査結果は

国土調査法施行企第2条第1項第4号の2の規定による土地分類基本調査図および土地分類基本調

査簿である．

福岡県立八幡中央高等学校地学部(1971)：報告書．

早船憲一(1971)：平尾台洞穴調査． , 3, 4-12．学習院大学探検部：東京都．<地・Adventure
古・水・洞>

平井繁次編 (1971)：全国洞穴所在地一覧．46p．愛媛大学探検部：松山市．<洞>

岩間正夫(1971)： 世界山岳百科事典 ．山と渓谷社：東京都．<地>『 』

・月原俊二：平尾台．p601．

井本清美・山内公二編(1971)： 合本・美夜古文化 ．330p．美夜古文化懇話会：行橋市．<地・『 』

歴・文>

北原護敏(1971)：行橋・京都近代史年表．井本清美・山内公二編(1971)： 合本・美夜古文化 ，『 』

303-16．美夜古文化懇話会：行橋市．<歴>

北九州市教育委員会(1971)： 北九州市文化財調査報告書第7集 平尾台御花畑遺跡 ，26p．北『 』

九州市教育委員会：北九州市．<地・古・人・歴・洞・鉱>

松下久道(1971)：九州炭田堆積盆地生成の一考察．九州大学理学研究報告(地質)，11，(1)，1-1

6，2fg．九州大学理学部：福岡市．<地・洞・鉱>

野間省一編(1971)：カルスト地形 『現代世界百科大事典，1 ，592-93．講談社：東京都．． 』

<地・土>

＊三浦肇執筆？

ペドロジスト懇談会(1971)：石灰岩台地(秋吉台と平尾台)の土壌・地形・地質・植生・農業．第

18回ペドロジスト懇談会見学旅行案内書．69p．<地>

定村責二(1971)：豊前国美夜古平野の古代文化．美夜古文化，20．美夜古文化懇話会：行橋市．

<歴>

＊井本・山本編(1971)に収録．



土田耕造(1971)：平尾台カルストのドリーネについて．石灰石，(131)，12-17．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

常磐高等学校郷土史研究会(1971)：平尾台の旧石器文化予察．郷土史，(7)，5p，1pl．常磐高等

学校郷土史研究会：北九州市．<地・歴>

山口大学洞穴研究会(1971)：福岡県北九州市平尾台地区．石灰洞報告書，第12集，5-9，9fig．

山口大学洞穴研究会：山口市．<地・洞>

吉田東伍(1971)： 増補大日本地名辞書 ．冨山房：東京都．<地・人・歴・洞>『 』

渡辺重春原著・渡辺重兄増訂(1971)： 大日本地誌大系43 豊前誌』(第三版)，326＋22＋20＋4『

1p．雄山閣：東京都．<地・古・人・歴・洞>

＊1863年頃成立，1899年初版，1931年第二版発行．

【関連】

池田千種(1971MS)： 九州大学理学部地質学科昭和45年度修士論文：福岡県吉原鉱山付近のスカ『

ルンの生成環境について ．九州大学理学部：福岡市．<地・鉱>』

糸永智博(1971)：水無雑記． , 15, 6-8．九州大学教養部生物研究部：福岡市．<生・洞>Vitae
唐木田芳文(1971)：福岡市西南方，飯場地域の石灰質ホルンフェルス．松下久道教授記念論文集，

371-80．<地>

満塩博美(1971)：北部九州・山口県における八女粘土層[新期阿蘇溶結凝灰岩]．日本地質学会関

西支部報，(71)・西日本支部報，(54)，p11．<地>

高橋良平・浦田英夫・小原浄之介・富田宰臣・太田一也(1971)：新知見に基づく筑豊炭田の地質

構造．九州大学理学部研究報告(地質学)，11，115-32．九州大学理学部：福岡市．<地>

<1972年>

愛媛大学洞穴研究グループ(1972)：全国洞穴所在地一覧．洞穴学草稿，75-122．愛媛大学洞穴研

究グループ：松山市．<洞>

．福岡県高等学校生物研究部会(1972)：平尾台自然保護についての陳情書．生物福岡，(12)，p66

福岡県高等学校生物研究部会：福岡市．<人・保・鉱>

学習院大学探検部(1972)：平尾台洞穴調査． , 4, 24-34．学習院大学探検部：東京都．Adventure
<地・古・洞>

井上タミエ(1972)：あずさ，(16)．女性植物友の会．

伊藤尾四郎(1972)：観察の記録‐平尾台大穴付近．あずさ，(16)．女性植物友の会．

岩尾勇一・森田美奈子・岩尾明子(1972)：伝承話 -満干- 『北九州市文化財調査報告書第10集．

頂吉 ，p131．北九州市教育委員会：北九州市．<地・人・歴・水>』

金子史朗(1972)：カルスト地形 『地形図説１ ，123-36．古今書院：東京都．<地・洞>． 』

野間省一編(1972)：平尾台 『現代世界百科大事典，3 ，p324．講談社：東京都．<地・洞・土>． 』

＊三浦肇執筆？

折元秀穂ほか(1972)： ガイドブック九州の山と高原 ，301p．西日本新聞新聞社開発局出版『 』

部：福岡市．<洞・観>

佐藤勝義(1972)：北九州｢平尾台｣雨中採集記．ちりぼたん，7，(1)，12-16．<生>

柴田 晃(1972)：カルスト地形．新見市教育委員会『阿哲台の鍾乳洞 ，7-10．新見市教育委員』

会：新見市．<地>

曾塚 孝(1972a)：平尾台の自然 -洞穴・獣骨・生因-．教育･科学研究収録-昭和46年度-，78-152．



福岡県教育委員会：福岡市．<地・古・洞>

曾塚 孝(1972b)：平尾台の自然(1) -洞穴・獣骨-．生物福岡，(12)，63-66．福岡県高等学校生

物研究部会：福岡市．<地・古・洞>

曾塚 孝(1972MS)： 平尾台のオオツノジカ化石 ，1p．<地・古・洞>『 』

曾塚 孝(1972MS)： 平尾台の 発掘調査 ，4p．<地・古・洞>『 』Homo sapiens
高橋五郎(1972)：ブンゴギセル物語．やまぎさご，(3)，1-5．<生>

床山奎典(1972)：青龍窟遭難事件 『錦陵百年 豊津高校物語 ，79-82．西日本新聞社：福岡市．． 』

<人・歴・洞・観>

【地図】

国土地理院(1972)：5万分の1地形図「行橋」(4色刷)．

＊1900年測量．1971年編集．境界1970年1月23日現在．1972年9月30日発行．

＊｢平尾台｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，竜ヶ鼻，金辺峠，青(しょう復活)竜窟，千仏鐘乳洞(千

仏が加わった)，牡鹿洞(初出)，お花畑(初出)，田代谷(復活)，井手浦，北谷，本谷(等覚寺

，が消えてかわりに北谷・本谷掲載)，平尾，千仏，市丸，小森，向小森(復活)，呼野，上矢山

内ノ藏，矢山、住友セメント(初出)，三菱セメント(初出)，金辺隧道(初出)，新金辺隧道(初

出) （大行事なし ，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．， ）

＊ドリーネの矢印復活．

【関連】

福岡県農政部農地計画課編(1972)： 周防灘周辺開発地域土地分類基本調査 後藤寺 国土調『

査 ，42p，７fg．福岡県農政部農地計画課：福岡市．<地・人・水>』

満塩博美・畑中健一(1972)：北九州市小倉区の第四紀．日本地質学会関西支部報，(73)・西日本

支部報，(56)，p4．<地>

中尾雄治(1972)：小倉区足立山のオサムシ．北九州の昆蟲，18，13-19．<生>

Uéno, Shun-Ichi 1972 Occurrence of Coleoptera, Trechinae in Northern( )： ( )Trechiama
Kyushu, Southwest Japan. , 45, 3 , 250-256.Annotationes zoologicæ Japoneses ( )

： 〈生〉Zoological Society of Japan Tokyo.
[西南日本，北部九州での ( )の産出．]Trechiama Coleoptera, Trechinae
＊足立山山麓で固有種のナカオメクラチビゴミムシを1969年7月13日に中尾雄治，1972年4月2

7日に中尾・上野俊一が採集．

<1973年>

Balázs, Dénes 1973 Japán Karsztvidékei , 1973. I-II.,17-30 Magyar( )： ． ．Karszt és Barlang
： ．<地・洞>Karszt- és Barlangkutató Társulat Budapest, Hungary

（バラツ・デネシュ：ヤパン・カルストヴィデケイ．カルスト・エシュ・バーラング，マギャ

ル・カルスト・エシュ・バーラングクタトー・タルシュラト）

[バラツ・デネシュ：日本のカルスト地域．カルストと洞窟，ハンガリー・カルストと洞窟研

究会]

＊著者はハンガリー地理学研究所員．1972年に来日．秋吉台・平尾台・大野が原・風神洞(熊

本)・岩泉・富士山・沖縄のカルストと洞窟を調査．



福岡ユネスコ協会都市問題研究会編(1973)： 北九州市における自然保護と開発 -平尾台問題を『

めぐって-

<シンポジュウム> 報告 ，53p，2fg．福岡ユネスコ協会都市問題研究会：福岡市．<地・』

人・利・保・観・鉱>

＊1972年2月29日(火)，北九州市小倉区米町・新小倉ビルにおいて開催．

・鳥山隆三：平尾台の地質学的な評価．3-4．

・松隈利男：石灰石工業の現状，採掘への基本姿勢．5-7．

・丸谷久夫：三菱セメントの立場から．7-10．

・岡本国雄：平尾台山麓の住民として．10-11．

・前田一男：平尾台上住民として．11-12．

・平野敏夫：平尾台を愛する住民として．12-13．

・山下次男：地元民は共存共栄を望む．13-14．

・小林安司：自然と文化財を守る立場から．14-16．

・氏家悦男：北九州市当局の立場から．p16．

・岩下光弘：福岡県文化行政の立場から．17-18．

・谷伍平：北九州市長として考える．18-21．

・汲田卓蔵：行政指導にも一定の限界．22-24．

・大井道夫：自然保護思想の歩み．25-27．

・池上時夫：営林行政の側から．p27．

・北九州市経済局鉱害課・緑地課：平尾台台上保全経過表．32-39．

・無記名：北九州国定公園の概要．p40．

・土地調整委員会(1969)：鉱区禁止地域指定．土地調整委員会告示第23号．官報，(12907)．

＊1969年12月23日告示されたものを収録．平尾台の文化財区域を中心とした面積471ヘクター

ルを鉱区禁止地域として指定．

細川隆英・畑中健一(1973)：北九州市相観植生図(東部)．

，細川隆英ほか(1973)：福岡県の自然 自然の原状と保護対策．福岡県の自然を守る会会誌，(1)

1-50．福岡県の自然を守る会：福岡市．<保>

北九州市(1973a)：北九州市土地利用総合規制区域図．

北九州市(1973b)：北九州市要保全植生分布図．

溝口 連(1973)：わたしの聞いたお糸地蔵さんのお話し．記録第16冊，63-65．小倉郷土会：北九

州市．<歴・人>

．中村天邨(1973)：豊国セメント史(抄)．美夜古文化，(21)，55-63．美夜古文化懇話会：行橋市

<鉱>

日本大辞典刊行会編(1973)：カルスト地形 『日本国語大辞典 ，5，p246．小学館：東京都．<． 』

地>

鈴木時夫編(1973)： 北九州市文化財調査報告書第13集 平尾台植物報告書 カルスト台地平尾『

台の植生とフロラ ，129p，25pl，10fg．北九州市教育委員会：北九州市．<地・生・保・利>』

・太田国光：序文．1-2．<生・保>

・畑中健一・太田国光・神刀従道：平尾台の維管植物フロラ．3-46．<生>

・梅津幸雄：平尾台石灰岩台地のコケ植物フロラ．47-52．<生>

・遠藤正喜：平尾台カルスト地形の高等菌類．53-54．<生>

・満塩博美・畑中健一：平尾台上の八女粘土層-新期阿蘇溶結凝灰岩-．57-65．<地・生>



・鈴木時夫：平尾台の草原植生．67-76．<生・利>

・須股博信：カルスト台地平尾台の自然森林植物社会．77-100．<生>

・佐藤仁蔵：平尾台のスギ人工植生．101-06．<生・利>

・荒金正憲：平尾台広谷湿原の植生．107-10．<生>

・梅津幸雄：平尾台石灰岩地のコケ植生について．111-14．<生>

・鈴木時夫：総括．p115．<生・利・保>

高倉康男(1973)：平尾台のハムシ．北九州の昆虫，1，19-20．<生>

【関連】

畑中健一(1973)：花粉分析よりみた北九州周防灘沿岸地域の植生変遷．自然保護利用計画調査

(周防灘地域)，25-35．建設省：東京都．<地・古>

熊谷信孝(1973)：香春岳の自然－その植物とニホンザルについて．生物福岡，(13)，33-38．福

岡県高等学校生物研究部会：福岡市．<生>

<1974年>

土井仙吉(1974)：平尾台．相賀徹夫編『万有百科大事典 8 日本地理た－わ ，977-78．小学』

館：東京都．<地・歴・人・観・保・利>

藤岡謙二郎編(1974)：カルスト地形．

福岡県高等学校生物研究会編(1974)： 福岡県生物誌 脊椎動物編 ，福岡県高等学校生物研究『 』

部会：福岡市．<地・生>

三菱セメント鉱業九州事務所(1974)：平尾台の自然保護について．9p，1pl．

無記名(1974)：平尾台は二億五千万歳．曽塚北九州高教諭が発表．西日本新聞7月15日．西日本

新聞社：福岡市．<地・古>

＊7月14日，平尾台センターでの福岡県自然を守る会総会で発表．

無記名(1974)：平尾台．フランク・B・ギブニー編『ブリタニカ国際大百科事典，5，小項目事

典 ，p490．ティービーエス・ブリタニカ：東京都．<地・歴・利・洞>』

Murayama M. & N.Moji 1974 Mineralogical study of metahalloysite from Kosuido Cave,( )：

Fukuoka Prefecture. , 1, 7p. Fukuoka University of Education:Munakata Town,FEUEC
<地・洞>Fukuoka Prefecture.

[村山・森：福岡県，光水洞のメタハロイサイトの鉱物学的研究．福岡教育大学探検部：福岡

県宗像町]

曾塚 孝(1974)：カルスト地形．細川隆英監修『福岡県の自然 ，p7．福岡県衛生部環境整備局』

自然保護係：福岡県．<地・洞・保>

高橋五郎・宮崎晋介(1974)：平尾台の陸貝．やまきさご，(14)，1-15．<生>

高倉康男(1973)：北九州産の注目すべき昆虫．1，20-21．<生>

徳富一光(1974)： しょうにゅうどう探検 ，科学のアルバム30，54p．あかね書房：東京都．<『 』

洞・教>

漆原和子・小島道也(1974)：石灰岩地域の土壌とその生成環境 -ユーゴスラビア・アドリア海

岸・秋吉台・平尾台を例に-．ペドロジスト，18，(2)，95-105．ペドロジスト懇談会：東京

都．<地>

瓜生ニ成監修，樗木昇一(著者代表)(1974)： 新福岡県の地理 ，311p．光文館：福岡市．『 』

・吉開和男：平尾台の開発と保全．35-36．<地・利・観・鉱>



・長野 覺・高橋義則：石炭に代わる石灰岩．91-92．<鉱>

・樗木昇一・長野 覚：カルスト地形．247-48．<地>

・吉開和男・長野 覚・小西高昭・井元敏男・瓜生二成：さびれた炭鉱とさかんな窯業．278-8

0．<鉱>

山口大学洞穴研究会(1974)：石灰洞報告書，第15集．13p，19fg．<地・水・洞>

山口ケイビングクラブ事務局(1974)：山口ケイビングクラブ平尾台合宿．山口ケイビングクラブ

会報，(9)，p1．山口ケイビングクラブ：山口県秋芳町．<洞>

＊1974年5月5日～6日に平尾台合宿開催(曾塚 孝担当)．

【関連】

塚本勇二(1974)：田川市の自然地理．田川市史編纂委員会編『田川市史 (上巻) ，23-189．田』

川市役所：田川市．<地・洞>

<1975年>

福岡県高等学校生物研究部会(代表尼川大録)編(1975)： 福岡県生物誌第2編 福岡県植物誌 ．『 』

福岡県高等学校生物研究部会：福岡市．<生・保>

・尼川大録・曾塚 孝：平尾台．94-99．

・熊谷信孝：香春岳．100-06．

・熊谷信孝：ススキ草原．141-43．

・曾塚 孝：平尾台の自然保護の動き．p290．

細川隆英(1975a)：福岡県現存植生図．環境庁：東京都．<生>

細川隆英(1975b)：自然の現状と保護対策．福岡県の自然，第2集．福岡県の自然を守る会：福岡

市．<生・保>

伊東尾四郎編著(1975)： 京都郡誌 ．美夜古文化懇談会：行橋市．<地・人・歴・洞>『 』

＊伊東尾四郎編著(1919)の復刊．

環境庁(1975)：自然環境保全調査報告書．福岡県．

黒田徳米・湊 宏(1975)：九州産ニッポンマイマイ属2新種． ，34，(3-4)，59-63．<生>Venus

松本徰夫・小川留太郎編『鉱物採集の旅 九州北部編 ，169＋5p．築地書館：東京都．』

・松本徰夫・宮久三千年：九州の岩石・鉱物の産出と地質．2-19． <地・鉱>

・松本徰夫：長崎県西彼杵半島大串の変成鉱物．78-84． <地>

＊平尾台・龍ヶ鼻北方の武石に言及．

溝口 連(1975a)：虚無僧穴奇談．記録，第17冊，56-58．小倉郷土会：北九州市．<歴・人>

＊小倉郷土会編(1982)再録．

溝口 連(1975b)：お糸音頭．記録，第17冊，58-61．小倉郷土会：北九州市．<歴・人>

＊小倉郷土会編(1982)に再録．

岡山速俊(1975)：北九州市における野鳥－北九州鳥類目録改訂資料．北九州市．

曾塚 孝(1975a)：福岡県の紫川流域に産する紡錘虫化石と秋吉台の紡錘虫化石の比較検討．秋吉

台科学博物館報告，(11)，13-24，5pl，2fg．秋吉台科学博物館：山口県秋芳町．<地・

古>

曾塚 孝(1975b)：平尾台・青龍窟ケイブシステム. 7，(2), 30-33.日本ケイビンJapan Caving,
グ協会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

曾塚 孝(1975c)： 平尾台石灰岩台地における地下水系について ，4p．山口ケイビングクラブ『 』



大会資料：山口県秋芳町．<地・水・洞>

渡辺 光(1975)：カルスト地形 『新版地形学 ，200-05．<地>． 』

山内 浩(1975a)：日本の鍾乳洞めぐり 北から南へ (21)， 38.二重蛇行の青龍窟，39．たて穴観

光洞牡鹿洞．Japan Caving，7，(1)，14-17. 日本ケイビング協会：山口県秋芳町．<地・

古・洞>

＊1962年1月4日～7日平尾台第一次調査，1963年1月第二次調査実施．

＊山内浩著作集出版委員会編(1983)に再録．

Japan山内 浩(1975b)：日本の鍾乳洞めぐり 北から南へ (22)， 40．美しい水蝕痕千仏洞．

，7，(2)，p37. 日本ケイビング協会：山口県秋芳町．<地・洞>Caving
＊山内浩著作集出版委員会編(1983)に再録．

【関連】

熊谷信孝・荒木幸男(1975)：福岡県田川地方における石灰岩地の植生．生物福岡，(15)，9-17．

福岡県高等学校生物研究部会：福岡市．<生>

九州大学探検部(1975)： 岩屋鍾乳洞調査報告書 ，17p．九州大学探検部：福岡市．<地・水・『 』

気・洞>

宇津川徹(1975)：周防灘西南地方の土壌．日本地理学会1975年度秋季学術大会予稿集，9，124-2

5．日本地理学会：東京都．<地>

<1976年>

浅海重夫(1976)：カルスト地形．下中邦彦篇『国民百科事典 ，3，p419．平凡社：東京都．』

<地>

＊日本の代表的なカルスト台地として、秋吉台と平尾台をあげる．

á é InBal zs, D nes(1976)：Comparative investigation of karst waters in the Pacific.

International Speleology, 1973 Proceedings 6th International Congress ofPanoš, V. ed. ：

, , 23-32. International Union of Speleology / Academia Praha.Speleology, Olomouc Ⅳ ：

<地・水・洞>

[バラツ・デネシュ：太平洋地域のカルスト水の比較研究．ウラジミール・パノシュ編：第6

回国際洞窟学会予稿集]

＊著者はハンガリー地理学研究所員．1972年に平尾台ほかの日本のカルストを調査．

広川 治・長浜春夫・小野晃司・山田直利・吉田 尚・遠田朝子(1976)：50万分の1地質図幅「福

岡 （第3版 ．工業技術院地質調査所：川崎市．<地>」 ）

金子史朗(1976)：カルスト 『地形をさぐる ，201-13．古今書院：東京都．<地>． 』

環境庁(1976)：自然環境保全調査報告書．福岡県．

Kay, Rob 1976 The Japanese caving scene. , 13 , 23-30. British Cave( )： ( )BCRA Bulletin
： ．<洞>Research Association Somerset, UK

[ロブ・ケイ：日本のケイビング状況． ブルティン．イギリス洞窟調査協会．]BCRA
＊1976年2月，韓国洞窟学会員と平尾台訪問(千仏洞，牡鹿洞)．千仏洞第3滝上流サンプを越え，

次のサンプ手前で引き返した．

小池一之(1976)：カルスト地形．多田文男監修・地学団体研究会「新地学教育講座」編集委員会

編『新地学教育講座9 地形と土壌 ，26-29．東海大学出版会：東京都．<地>』

松本昭一(1976)：平尾台．山口恵一郎・佐藤 侊・沢田 清・清水靖夫・中島義一編『日本図誌大



系 九州１ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 ，26-27．朝倉書店：東京都．<地>』

＊著者は小倉高校教諭．

三尾 尚(1976MS)： 石灰岩台地における地下水の賦存状態 ．駒澤大学文学部地理学科昭和50年『 』

度卒業論文，50p，12pl．駒澤大学文学部：東京都．<地・水・洞>

守田 優(1976)：地球上のカルスト現象．地理学報，(15)，40-71．大阪教育大学：柏原市．

<地・洞>

野島 哲・田中和広・田原健史・曾塚 孝(1976)：平尾台芳ヶ谷水系洞くつ群の発達－遷急点の後

退現象としての地下排水系の転移と発達-．洞窟学雑誌，１，35-48．日本洞窟学会：山口県

秋芳町．<地・水・洞>

大島晃司編(1976)： 平尾台 KUCC春合宿報告書 ，32p．駒沢大学ケイビング・クラブ：東京都．『 』

<地・人・洞>

曾塚 孝(1976)：洞窟での転落事故 平尾台人参窪第一洞の場合． ，8，(3)，53-5Japan Caving
9．日本ケイビング協会：山口県秋芳町．/ 山口ケイビングクラブ会報，(12)，2-3．山口ケ

イビングクラブ：山口県秋芳町．<洞>

＊1976年1月4日，小倉刑務所山岳部探検班・佐藤信彦氏，転落死．

山口ケイビングクラブ事務局(中村久)(1976)：山口ケイビングクラブ平尾台で合宿訓練を行う．

山口ケイビングクラブ会報，(12)，p1．山口ケイビングクラブ：山口県秋芳町．<洞>

＊1975年12月6日～7日．曾塚孝担当．

山田博明(1976)：広谷ケイブシステム． ，8，(4)，84-87．日本ケイビング協会：Japan Caving
山口県秋芳町．<地・水・洞>

山内 浩 (1976)：アブノーマル(3)，4．鍾乳石は消えてゆく． ，8，(2)，50-51．Japan Caving
日本ケイビング協会：山口県秋芳町．<洞>

＊「羊群洞」(目白洞)の溶けたフローストーンについて．

八木沼健夫(1976)：日本の洞窟産クモの研究(Ⅰ)‐資料編‐．追手門学院大学10周年記念論集，

(文学部編)，983-1018 〈生・洞〉．

【関連】

檜垣松夫(1976)：曽根・部崎．山口恵一郎・佐藤 侊・沢田 清・清水靖夫・中島義一編『日本図

誌大系 九州１ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 ，22-25．朝倉書店：東京都．<地>』

池田仁和(1976MS)： 九州大学理学部地質学科卒業論文：福岡県香春一ノ岳周辺のスカルンの研『

究 ．九州大学理学部：福岡市．<地・鉱>』

木葉広一(1976)：香春鉱山能力増強工事の概要．石灰石，(164)，11 ．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

中尾雄治(1976)：足立山から発見されたナカオメクラチビゴミムシについて．北九州の昆蟲，22，

41-42，9fg．<生>

西村隆二(1976)：田川．山口恵一郎・佐藤 侊・沢田 清・清水靖夫・中島義一編『日本図誌大

系 九州１ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 ，50-54．朝倉書店：東京都．<地>』

Takeshita, H., K. Yagi, Y. Oka and M. Kimura 1976 Wollastonite and associated( )：

minerals from Moji,Kitakyushu City. ,Journal of Faculty of Science Hokkaido University，

Ⅳ ( )， <地>Series , 17, 2 387-98.
宇津川徹(1976)：北九州における段丘にみられる土壌．日本地理学会予稿集，11，216-17．

<地>



八木滝雄・辻田由喜年(1976)：三井船尾鉱山の石灰石微粉砕設備．石灰石，(163)．石灰石鉱業

協会：東京都．<地・鉱>

和田信之(1976MS)： 九州大学理学部地質学科昭和50年度卒業論文：福岡県二ノ岳，三ノ岳周辺『

のスカルンの研究 ．九州大学理学部：福岡市．<地・鉱>』

<1977年>

(1977)：カルスト地形．講談社出版研究所編『世界科学大事典，3 ，319-20．Bretz, J.Harlen 』

講談社：東京都．<地>

＊ ( ， )を編集．McGraw Hill Encyclopedia of Science & Technology 3 rd Edition 1971
＊日本の例として秋吉台，平尾台．おそらく日本版編集者によって追加されたもの．

文化庁(1977)：天然記念物緊急調査，植生図・主用動植物地図．40福岡県，国土地理協会，東京

都．

洞穴科学調査会(1977a)： 平尾台総合調査行動報告 ，43p．<地・水・洞・生>『 』

洞穴科学調査会(1977b)： 平尾台総合調査調査報告 ，40p．<地・水・洞・生>『 』

福岡石の会(1977)：福岡県新産鉱物目録．地学研究，(28)，121-48 ：．<>．

学習院大学探検部(1977)： 報告書 ‘77 ，65p．学習院大学探検部：東京『 』Speleological Party
都．<地・洞>

長谷川善和・矢田哲也(1977)：赤ちゃんナウマン象の化石発見．科学朝日，37，(8)，92-93．朝

日新聞社：東京都．<地・古・洞>

細川隆英監修(1977)： 平尾台の自然 ，32p．福岡県衛生部環境整備局自然保護課：福岡市．<『 』

地・古・生・人・自・観>

＊執筆者(分担不明)：祝原道衛・尼川大録・岡山速俊・畑中健一・曾塚 孝・福岡県衛生部環

境整備局自然保護課職員．

入江照雄(1977)：洞窟に生息するクモ類の生態学的研究(Ⅰ) 片野洞の自然環境とコタナグモ類

の季節的変動について． , 27, 八木沼健夫先生還暦記念号, 221-207．<洞・生Acta Arachnol

>

＊1976年に青龍窟でコタナグモの分布を記録．

＊入江照雄(1997)に収録．

石井政次・佐久間文彦(1977)：トンネル湧水の地形・地質的分類 -全国主要鉄道トンネルの恒常

湧水の実態調査をもとに-．鉄道技術研究報告，(1041)，１-80．日本国有鉄道鉄道技術研究

所：国分寺市．<地・水>

＊1971年10月～72年3月調査．日田彦山線金辺トンネル：0.414m /min.(入口：0.004，出口：0.3

440)

北九州市教育委員会文化課(1977)：年表．北九州市教育委員会文化課編『小倉城‐小倉城調査報

告書‐ ，113-17．北九州市の文化財を守る会：北九州市．<歴>』

＊文化課柏木實が作成．

桐畑隆行(1977)：白山多賀神社と新羅仏教 『新豊前風土記 ，99-107．文理閣：京都市．． 』

<歴・人>

松本清張(1977)：古風土記(14) 豊後Ⅰ 虚像の足音． 太陽，1977年5月号，159-68．平凡社：東

京都．<地・人・歴・洞>

＊松本(1984)に収録．

松坂総一郎(1977)：東谷鉱山における油圧式掘削機による浮石処理．石灰石，(165)，47- ．石



灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

松崎武俊編(1977)：細川藩｢日帳｣(永青文庫蔵)．北九州市教育委員会文化課編『小倉城‐小倉城

調査報告書‐ ，65-108．北九州市の文化財を守る会：北九州市．<生・歴・人>』

＊「寛永三年十一月四日 貫村から狼壱つうちころし候由ニて持参仕候、則頭斗を召上、くろ

やきニ可仕旨ニて慶閑所へ頭持せ遣候也」(1850年．慶閑は医師)

三尾 尚(1977)：平尾台其処は…！No.１．穴とケービング，1，(2)，20-24．洞穴科学調査会：

東京都．<地・水・洞>

三菱鉱業セメント株式会社東谷鉱山(1977)：三菱鉱業セメント株式会社東谷鉱山．石灰石，(16

8)，374-79．石灰石鉱業協会：東京都．<地・人・鉱>

宮脇 昭ほか(1977)：中国・北九州の潜在自然植生Ⅲ．北九州地区．第24回日本生態学会講演要

旨，p161．日本生態学会：広島市．<生>

宮崎 享(1977)：等覚寺の松会 『郷土の歴史，１．美夜古郷土史学校講義録 ，74-79．美夜古． 』

郷土史学校：行橋市．<人>

奈良本辰也監修・渡部まなぶ撮影・北小路健著(1977)：白いダイヤのだんだら模様 『日本の山．

河⑧天と地の旅 福岡 ，48-49．国書刊行会：東京都．<地>』

岡藤五郎(1977)：アキヨシホラアナミジンニナについて．ちりぼたん，9，(5)，105-09．<生>

岡本正豊(1977)： 福岡産貝類目録訂補資料(未定稿) ，25p．岡本正豊：柏市．<生>『 』

須佐見吉生編(1977a)： 第1，2次平尾台総合調査調査報告書 ，40p，1fg．洞穴科学調査会(S.R.『 』

A.)：東京都．<地・生・水・洞>

須佐見吉生編(1977b)： 第1，2次平尾台総合調査行動報告書 ，43p．洞穴科学調査会(S.R.『 』

A.)：東京都．<地・生・水・洞>

曾塚 孝(1977a)：平尾台カルスト台地のケイブシステム試案．穴ぐら通信，(1)，5-6．北九州ケ

イビングクラブ：北九州市．<地・水・洞>

曾塚 孝(1977b)：自然をまもる(33) 平尾台カルスト台地の場合．生物の科学 遺伝，31，(3)，6

3-68．裳華房：東京都．<地・古・生・人・水・洞・土・保・鉱>

田淵 洋・佐藤 豊(1977)：西南日本内帯におけるカルスト地形と地質構造の関係について．日本

地理学会春季学術大会予稿集，(12)，32-33．日本地理学会：東京都．<地>

竹内 均(1977)：平尾台と大理石 『平凡社カラー新書56 日本列島地学散歩 九州・四国編 ，p． 』

17, p57．平凡社：東京都．<地>

山内 浩監修，鹿島愛彦・森本義信・伊藤田直史・仁賀克雄(1977)： 学研ワールド科学館 地『

底探検 ．学研：東京都．<洞>』

山内公二(1977)： 京築風土記 ，235p．美夜古郷土史学校：行橋市．<洞・歴>『 』

＊朝日新聞京築版連載「京築歳時記 「京築風土記 「京築歴史の旅 ，西日本新聞京築版連」， 」， 」

載「美夜古の碑 ，毎日新聞京築版「京築サロン」投稿を再編集したもの．著者は行橋市役所」

広報室勤務，美夜古文化懇話会会員．

【関連】

石島 渉(1977)：北九州市小倉産の白亜紀石灰藻ストロマトライト(演旨)．日本地質学会第84年

学術大会講演要旨，p376．日本地質学会：東京都．<地・古>

三井鉱山船尾鉱山(1977)：三井鉱山船尾鉱山．石灰石，(169)，446-47．石灰石鉱業協会：東京



都．<地・人・鉱>

宇部興産株式会社宇部苅田鉱山(1977)：宇部興産株式会社宇部苅田鉱山．石灰石，(170)，512-1

5．石灰石鉱業協会：東京都．<地・人・鉱>

浦田英夫・小原浄之介・富田宰臣・三木 孝・岡部 実(1977)：北九州の活断層．九州大学理学部

研究報告(地質学)，12，(3)，235-42，2pl．九州大学理学部：福岡市．<地>

<1978年>

赤木祥彦(1978)：平尾台．下中邦彦編『国民百科事典 ，11，p461．平凡社：東京都．<地・』

洞・環・鉱>

洞穴科学調査会(S.R.A.)(1978)： 1977.12.29平尾台人参くぼ第一洞転落事故報告書 ，26p．洞『 』

穴科学調査会(S.R.A.)：町田市．<洞>

福岡県立城南高等学校地学部(1978)： 1977平尾台調査報告書 ，29p．福岡県立城南高等学校地『 』

学部：福岡市．<地・洞>

福岡県立八幡中央高等学校地学部(1978)：平尾台源流窟〔広谷の穴－滝穴〕平面図．<洞>

細川隆英監修・福岡県の自然を守る会(代表細川隆英)(1978)：福岡県の野鳥．福岡県の自然‐自

然の現状と保護対策‐，第4集，72ｐ．福岡県の自然を守る会：福岡市．<生・保・変>

伊藤常足(1978)： 復刻太宰管内誌(上下)』防長史料出版社．<地・洞・人・歴>『

＊1841年初版刊行．

亀井節夫(1978)： 象のきた道』中公新書514，214p．中央公論社：東京都．<古・洞>『

水島明夫編(1978)： 芳ヶ谷-千仏洞水系調査概要報告 ，6p，1fg．洞穴科学調査会(S.R.A.)：『 』

町田市．<地・水・洞>

仁科邦男(1978)：九州動物紀行．葦書房：福岡市．<生>

須佐見吉生(1978)：滞洞生活のこころみ． , 10, (1-2), 35-36．日本ケイビングJapan Caving
協会：山口県秋芳町．<人・洞>

＊第１回：1976年3月17日～27日，福岡県平尾台芳ヶ谷第三洞．

第2回：1977年9月3日～25日，山梨県丹波山村小袖第2洞．

高安克己(1978)： 洞くつの世界 ，ぼくらの科学１，150p，2pl．千代田書房：東京都．『 』

上野俊一・鹿島愛彦(1978)： 洞窟学入門 暗黒の地下世界をさぐる』ブルーバックスB361，23『

3p．講談社：東京都．<地・古・生・水・洞>

( )(1978a)：平尾台-青龍窟上部構造調査行動報告．V.C.S.活動V.C.S. Voluntary Cavers Society
報告書，(1)，23-44． ( )：北九州市．<地・古・洞>V.C.S. Voluntary Cavers Society

( )(1978b)：平尾台-青龍窟上部構造調査調査報告．V.C.S.活動V.C.S. Voluntary Cavers Society
報告書，(1)，45-60． ( )：北九州市．<地・古・洞>V.C.S. Voluntary Cavers Society

【地図】

国土地理院(1978)：5万分の1地形図「行橋」(4色刷)．

＊1900年測量．1971年編集．1977年修正（1975年1月25日資料 ，1978年2月28日発行．）

＊｢平尾台｣と記載．

＊掲載地名：水晶山，貫山，塔ヶ峯，竜ヶ鼻，金辺峠，青(しょう)竜窟，千仏鐘乳洞，牡鹿洞，

お花畑，田代谷，井手浦，北谷，本谷，平尾，千仏，市丸，小森，向小森，呼野，上矢山，

内ノ藏，矢山、住友セメント，三菱セメント，金辺隧道，新金辺トンネル(隧道からトンネル

に変更)，内尾薬師，香春岳，一ノ岳，二ノ岳，三ノ岳．



【関連】

有田健二(1978)：宇部苅田鉱山におけるワイドスペース発破法．石灰石，(175) ．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

入江照雄・荒井秋晴・祝原道衛(1978)：岩屋(第一)鍾乳洞の動物．筑豊博物，(23)，1-7．筑豊

博物研究会：飯塚市．<洞・生>

石島 渉(1978)：北九州市小倉産の白亜紀 ．北九州市小倉産白亜紀魚類化石Algal stromatolite
第二次発掘調査報告書，17-19．北九州市教育委員会：北九州市．<地・古>

日本セメント香春鉱山(1978)：香春鉱山．石灰石，(174)．石灰石鉱業協会：東京都．<地・

鉱>

小原浄之介・富田宰臣(1978)：福岡県香春町香春岳東方の古第三系．九州大学教養部地学研究報

告，(20)，27-34，6pl．九州大学教養部：福岡市．<地>

Wada, Nobuyuki 1978 Master thesis of Department of Geology, Faculty of Science,( )：『

Kyushu University Studies on skarn genesis in Mt.Kawaradake, Fukuoka Pref. with：

． ： ．<地・鉱>special reference to anisotropic garnet Kyushu University Fukuoka』

<1979年>

藤岡謙二郎編(1979)： 最新地理学辞典<新訂版> ．大明堂：東京都．『 』

福岡県高等学校地学部会(代表田中豊俊)編(1979)： 福岡県の地学ハイキング ，163p．博洋『 』

社：福岡市．<地>

・野田光雄：福岡県の地質．4-10．

・福岡県高等学校地学部会：平尾台．92-104．

・福岡県高等学校地学部会：平尾台の岩石．105-18．

福岡県教育委員会編(1979)：国指定天然記念物平尾台 『福岡県の名勝・天然記念物 ，p133．． 』

福岡県教育委員会：福岡市．<地・洞>

福岡県小学校理科教育研究会(1979)：福岡の理科ものがたり．日本標準：東京都．

芳賀昭治(1979)：北九州に棲む珍しい動物．わたしたちの自然史，(2)，12-13．北九州自然史友

の会：北九州市．<生>

今村元市(1979)：平尾台(写真) 『83 ふるさとの想い出写真集 明治大正昭和 小倉 ，p147．． 』

国書刊行会：東京都．<地・歴・観>

＊1951年撮影，カレン・ピナクルとミス平尾台．

石原舜三・唐木田芳文・佐藤興平(1979)：北九州-西中国地方の磁鉄鉱系とチタン鉄鉱系花崗岩

類の分布-特に小倉-田川断層帯の再評価-．地質学雑誌，85，47-50．日本地質学会：東京都．

<地>

神崎義夫(1979)：小倉市．小田富士雄・相川宣博・米津三郎・神崎義夫『北九州市の歴史 ，18』

2-83．葦書房：福岡市．<歴・鉱>

川口忠治・桜井晴義(1979)：東谷鉱山における採掘の集約化．石灰石，(180)．石灰石鉱業協

会：東京都．<地・鉱>

水島明夫(1979MS)： 日本大学文理学部応用地学科昭和53年度卒業論文：洞穴水についての考察『

-平尾台カルストにみられるその性質- ，83p．日本大学文理学部：東京都．<地・水・洞>』

．無記名(曾塚 孝)(1979a)：ドリーネの誕生．洞人，1，(3)，p18．日本洞窟協会：山口県秋芳町

<地>



無記名(曾塚 孝)(1979b)：ドリーネの人為的水没．洞人，1，(3)，p21．日本洞窟協会：山口県

秋芳町．

<地・生・洞・水>

中西こずえ(1979)：平尾台石灰岩上の蘚苔類群落および土壌カルシウム量との関係．長崎大学教

養部紀要，20，15-27．長崎大学教養部：長崎市．<地・生>

日本地誌研究所：青野壽郎・尾留川正平責任編集(1979)： 日本地誌 19 九州地方総論・福岡『

県 ，543p，16pl．二宮書店：東京都．』

・米谷靜ニ：九州北部．17-19．

・川崎 茂：非金属鉱床．p90．

・鈴木 公：乏水地域と村落．p155．

・下村數馬：九州地方の観光の特徴．131-34．

・宮浦 正：遠賀川周辺産地．199-202．

・小野菊雄：3種の自然公園．258-59．

・合力 榮：窯業・土石工業．359-61．

．日本洞窟協会九州支部(1979)：支部だより．洞人，1，(2)，p13．日本洞窟協会：山口県秋芳町

<洞・教>

太田正道(1979)：文化のルーツへの接点 平尾台．ひろば北九州，2，(4)，[8]，44-45．北九州

都市協会：北九州市．<地・古・洞>

太田正道・庫本 正(1979)： しょうにゅう洞 洞くつのなぞ－でき方・生物・探検 ，文研の図『 』

鑑らいぶらりー１，66p．文研出版：東京都．<地・生・洞>

Journal ofPark, Kwan-Yong 1979 Study for the karst cycle about limestone in JAPAN.( )：

( ) ．<地・古・歴・洞・観>the Speleological Society of Korea, 4, 4 , 5-7
[朴 寛燮：日本鍾乳洞窟地形 考察‐平尾台・秋吉台中心‐．韓國洞窟學會誌．韓Karst Cycle
國洞窟學會：建國大學校地理學教室：ソウル，大韓民国．韓国語]

＊1978年8月17日～31日，第3次日本洞窟調査．羊群原，千仏鍾乳洞，牡鹿洞，青龍窟調査．

曾塚 孝(1979a)：平尾台に産する化石からみた古生物相．啓明；福岡県立小倉高等学校研究紀要，

(1)，75-81．福岡県立小倉高等学校：北九州市．<地・古・洞>

曾塚 孝(1979b)：平尾台の誕生．わたしたちの自然史，(1)，25-30．北九州自然史友の会：北九

州市．<地>

曾塚 孝(1979c)：九州‘78地底大探検取材に協力して．洞人，1，(2)，10-13．日本洞窟協会：

山口県秋芳町．<洞・教>

須田清治編(1979)： 平尾台総合調査報告書 1978,12～1979.1 ，48p，1fg．洞穴科学調査会(S.『 』

R.A.)：町田市．<地・古・生・水・洞>

玉井政雄(1979)：平尾台 『北九州の歴史と観光 ，70-72．新日本図書：下関市．<観>． 』

徳久球雄・三省堂編修所編(1979)： コンサイス日本山名辞典<修訂版> ．三省堂：東京都．<『 』，

地>

山内 浩(1979)： 洞穴探検学入門』講談社学術文庫342，236p．講談社：東京都．<地・古・『

水・洞>

吉田洋一(1979)： Karst報告書 ，8p．東京農業大学農友会探検部：東京都．<地・洞>『 』

吉村和久・樽谷俊和(1979)：福岡県平尾台の地下水の化学成分．洞窟学雑誌，4，48-56．日本洞

窟学会：山口県秋芳町．<地・水・洞>



【関連】

赤木祥彦(1979)：紫川流域の段丘地形と灰石-予察的考察．わたしたちの自然史，(1)，30-33．

北九州自然史友の会：北九州市．<地>

林 孝和(1979MS)： 九州大学理学部地質学科昭和53年度卒業論文：福岡県田川市岩屋周辺のス『

カルンの研究 ，102p，1fg．九州大学理学部：福岡市．<地>』

Ishijima, Wataru 1979 A new chroococcacean algae from Kokura, Kitakyushu City,( )：

Japan. , 1 25-29. KitakyushuButtetin of the Kitakyushu Museum of Natural History ( )，

： <地・古>Museum of Natural History Kitakyushu.
[石島 渉：北九州市小倉からの新種石灰藻．北九州市立自然史博物館報告．]

太田正道・鳥山隆三・北条凱生・曾塚 孝・西田民雄・藤井厚志・杉村昭弘・配川武彦・長井孝

一・杦山哲男(1979)：北九州市小倉南部の関門層群．北九州市立自然史博物館報告，(1)，1-

10．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・古>

山本博達・中川英朗・松村秀喜・野畠正敏(1979)：北部九州の秩父古生層中の古期火成岩類 ‒

特に産状と岩相について-．地質学雑誌，85，(6)，307-15，1pl．日本地質学会：東京都．<

地>

<1980年>

文化庁(1980)： 史跡名勝天然記念物指定目録 ．第一法規出版：東京都．<保>『 』，

福岡県編(1980)： 第2回自然環境保全基礎調査植生調査報告書 ，486p．福岡県：福岡市．<『 』

生・環>

，福岡県立戸畑高等学校地学部(1980)：第1次，第2次平尾台調査報告書．無限軌道，2，(2)，28p

2fg．福岡県立戸畑高等学校地学部：北九州市．<地・洞>

＊1980年3月15日～18日：第1次，3月25日～31日：第2次．3月17日青龍窟・生徒手帳ルート発

見．

福岡県商工部観光課自然保護課(1980)：九州自然歩道，福岡県保全指導員会議資料．

長谷川善和・曾塚 孝・浦田健作(1980)：平尾台青龍窟産ナウマン象幼児化石(予報)．北九州市

立自然史博物館研究報告，(2)，41-47．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・古・洞>

井上 誠・大内辰夫(1980a)：三菱東谷鉱山における弾性波探査による表土調査法．石灰石，(18

3)，26-30 ．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

井上 誠・大内辰夫(1980b)：東谷鉱山における弾性波探査による表土調査法の改良．石灰石，(1

86)，p14 ．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

＊昭和55年石灰石鉱業協会賞業績賞受賞．

海上保安庁水路部(1980)： 昭和53・54年度国土総合開発事業調整費 北部九州沿岸総合整備計『

画調査 関門海峡附近調査報告書 ．59p，10fg．海上保安庁水路部：東京都．<地>』

＊別付図3枚：北部九州沿岸地域地形図 関門海峡附近（1/50,000）

北部九州沿岸地域地質構造図 関門海峡附近（1/50,000）

陸域傾斜分布図 関門海峡附近

環境庁編(1980a)： 日本の重要な昆虫類 北九州版 第2回動物分布調査(昆虫類)報告書 ，225『 』

p．環境庁：東京都．<生・環>

環境庁編(1980b)： 日本の重要な植物群楽(北九州版) 福岡県・佐賀県・長崎県 ，800p．環境『 』

庁：東京都．<生・環>

＊第2回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)特定植物群楽調査報告．



村井測量株式会社企画・編集(1985)： 都市高速道路一部開通記念 北九州市空からの写真集 ，『 』

60p．秀巧社印刷株式会社：福岡市．<地>

岡崎美彦(1980)：北九州市平尾台青竜窟産のステゴドン乳歯について．日本地質学会西日本支部

会報，(70)，24-25．<地・古・洞>

岡崎美彦・曾塚 孝・道下哲也(1980)：平尾台青龍窟からのステゴドン化石の産出．北九州市立

自然史博物館研究報告，(2)，49-52．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・古・洞>

下仲邦彦編(1980)： 日本歴史地名大系 36，山口県の地名 ，770p．平凡社：東京都．<地>『 』

＊特別付録である輯製二十万分一図復刻図山口県全図に大日本帝国参謀本部陸軍部測量局(188

9)「小倉」が使われ，平尾台地域を含む．

曾塚 孝(1980a)：表紙説明 鬼の唐手岩－平尾台－．わたしたちの自然史，(6)，表2．北九州自

然史友の会：北九州市．<地>

曾塚 孝(1980b)：青龍窟の階層構造についての一考察．第6回日本洞窟学会講演要旨集，p14．日

本洞窟学会：山口県秋芳町．<洞>

【関連】

洞窟学研究会(1980)：福岡県糸島郡前原町｢水無鍾乳洞調査報告｣，石灰洞の研究，(4)，31p．洞

窟学研究会：武蔵野市．<地・洞>

三井鉱山関の山鉱山(1980)：三井鉱山関の山鉱山．石灰石，(185)．石灰石鉱業協会：東京都．<

地・鉱>

宮地正義(1980)：三井船尾鉱山の乾式砕砂の製造について．石灰石，(183) ．石灰石鉱業協会：

東京都．<地・鉱>

西田民雄(1980)：古生代のアンモナイト．動物と自然，10，14-18．<地・古>

梅崎礦業恒見鉱山(1980)：梅崎礦業恒見鉱山．石灰石，(184)．石灰石鉱業協会：東京都．<地・

鉱>

山口直材(1980)：日鉄船尾鉱山の砕石砂について．石灰石，(183) ．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

<1981年>

福岡県(1981)：昭和56年度版環境白書．

鹿島愛彦(1981)：褐鉄鉱ピソライト（岡藤標本）覚書． ，13，(1-2)，13-16．日Japan Caving
本ケイビング協会：松山市．<地>

環境庁(1981)：第2回自然環境保全基礎調査，動植物分布図．福岡県．

加藤 守(1981)： 日本列島洞穴ガイド－暗黒の世界への旅－ ，154＋4p，16pl．コロナ社：東『 』

京都．<洞・観>

町田 貞・井口正男・貝塚爽平・佐藤 正・榧根 勇・小野有五編(1981)： 地形学辞典 ，767p．『 』

二宮書店：東京都．

・守田 優：カッレン．p102．

・守田 優：カルスト台地．p108．

・守田 優：被覆カルスト．p512．

・守田 優：裸出カルスト．p625．

松岡 史(1981)：碇石の研究．松浦党研究，(2)，43-64．松浦党研究連合会：伊万里市．<地・歴

>



目崎茂和(1981)：気候地形としての沖縄島．採集と飼育，43，(8) ．<地>，

＊目崎(1985)に収録．

目崎茂和・兼村憲次(1981)：沖縄における地形改変と赤土流出問題．日本地理日本洞窟学会予稿

集，20 ．日本地理学会．<地>，

＊目崎(1985)に｢沖縄島の円錐カルスト地形｣と改題して収録．

宮脇 昭編著(1981)： 日本植生誌 九州 ，484p．至文堂：東京都．『 』

水島明夫(1981ＭＳ)： 大穴→井手浦拡散調査 ，4p．水島明夫：東京都．<地・水・洞>『 』

中原 宏・松熊英人(1981)：硬岩区域における穿孔能率の向上策について．石灰石，[192]，13-1

9．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

中西こずえ(1981)：平尾台石灰岩上蘚苔類の体内カルシウム量．鈴木兵二先生退官記念事業会

編：鈴木兵二博士退官記念論文集，ヒコビア別巻，1，313-16．ヒコビア会(広島植物学研究

会)：広島市．<地・生>

日鉄鉱業船尾鉱山(1981)：日鉄鉱業船尾鉱山．石灰石，(190)．石灰石鉱業協会：東京都．<地・

鉱>

スタジオイワサキ企画・編(1981)：平尾台と鍾乳洞 『福岡 ，9-10．福岡県商工部観光課：福． 』

岡市．<地・観>

多田隈優(1981)：私に捕った気の毒な化石達．わたしたちの自然史，(7)，12-13．北九州自然史

友の会：北九州市．<地・古・洞>

立坑残壁調査会(1981)：立坑特集NO.1．石灰石，(194)，15-64．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・鉱>

鳥山隆三(1981)：フズリナとのつきあい40年 Biographyの１断章．わたしたちの自然史，(8)，2

0-23．北九州自然史友の会：北九州市．<地・古>

米津三郎(1981)：わが町の歴史．小倉．文一総合出版：東京都．

【関連】

福岡県衛生部環境整備局環境保全課編・尼川大録監修(1981)： 古処山およびその周辺の自然‐『

筑後川県立自然公園-』福岡県衛生部環境整備局環境保全課：福岡市．<地・生・保・歴・観>

船越公威・内田照章(1981)：ナミエヒナコウモリの繁殖期における採食活動と生後の成長につい

て．日本生態学会誌，31，67-77．<生・洞>

＊大机島海蝕洞(福岡市西区)にヒナコウモリ1万頭未満生息．

平本達彦・佐藤智之・木村洋紀・中川寛一(1981)：福岡県糸島郡前原町水無鍾乳洞の形成と発達．

洞窟学雑誌，6．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

入江照雄・荒井秋晴・船越公威・祝原道衛(1981)：古処山洞窟群の動物．筑豊博物，(26)，7-13．

筑豊博物研究会：飯塚市．<洞・生>

＊大将かくし穴(嘉穂郡嘉穂町)にキクガシラコウモリ10頭未満生息．

益富寿之助(1981)：奇石梅花石の話．わたしたちの自然史，(8)，15-19．北九州自然史友の会：

北九州市．<地・古>

太田喜久(1981)：脇野亜層群の地質年代．わたしたちの自然史，(8)，3-9．北九州自然史友の

会：北九州市．<地>

<1982年>

藤井厚志(1982)：自然史の窓(13) 平尾台 見事な地下水の造形力．ひろば北九州，5，(3)，[2



2]，p23．北九州市都市協会：北九州市．<洞>

福岡県高等学校生物研究部会(代表吉田博一)編(1982)： 福岡県生物誌 無脊椎動物編』福岡県『

高等学校生物研究部会：福岡市．<生>

福岡県総務部広報室編(1982)： 郷土ものがたり ，564p．福岡県：福岡市．<人>『 』

浜田清吉(1982)：秋吉台における人文生態の推移．徳山大学論叢，(17)，119-46．徳山大学：徳

山市．<地・歴・人・利>

＊秋吉台に先んじて1951年に著者が発見した平尾台遺跡群，特に御花畑縄文遺跡について言及．

＊平尾台のドリーネ耕作や｢預かり牛｣について言及．

堀 淳一(1981)：岩の羊の群れる高原 平尾台．堀 淳一・山口恵一郎・籠瀬良明編『地図の風

景 福岡・佐賀・長崎 九州編Ⅰ』そしえて文庫98，24-27．そしえて：東京都．<地>

入江照雄(1982)：九州におけるユビナガコウモリの個体群動態―特に大瀬洞を中心として―．土

龍，(10)，23-34．熊本洞穴研究会：熊本市．<洞・生>

＊入江照雄(1997)に収録．

環境庁編(1982)： 福岡県現存植生図 1/5万 ，18枚．『 』

＊第2回自然環境保全基礎調査(植生調査)．

河村善也(1982)：洞窟と古生物学．自然科学と博物館，49，(4)，140-43．科学博物館後援会：

東京都．<地・古・洞>

小倉郷土会編(1982)： 小倉郷土史学 6 ，344p．国書刊行会：東京都．『 』

・溝口 連：虚無僧穴奇談．56-58．<歴・人>

＊溝口(1975)再録．

・溝口 連：お糸音頭．58-61．<歴・人>

＊溝口(1975)再録．

三菱鉱業セメント株式会社東谷鉱山(1982)：立坑の変形量の測定．石灰石，(197)，70-73．石灰

石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

守田 優・平瀬恵一(1982)：九州地方の地形．洞人，3，(4)，6-8．日本洞窟協会：山口県秋芳町．

<地>

永田孝文監修，中川寛一・木村洋紀・今村 修・山田博明・下地義久・神谷夏実・庫本 正(198

2)：日本の石灰洞と石灰岩地帯 『探検と科学シリーズ①素晴らしき地底の世界 ，122-23．． 』

日本テレビ放送網株式会社：東京都．<洞>

西日本新聞社福岡県百科事典刊行本部(1982)： 福岡県百科事典(上・下) ，1295p・1306p．西『 』

日本新聞社：福岡市．<地・古・生・人・歴・水・洞・保・観・鉱>

沖縄地学会編著(1982)： 日曜の地学14沖縄の島じまをめぐって ．228p．築地書館：東京都．<『 』

地>

武末純一(1982)：北九州市平尾台光水洞出土の土器．古文化談叢，(31)．九州古文化研究会：北

九州市．<歴>

トラベル・メイツ社編(1982)： 福岡県風土記 風土と文化 ，399ｐ．金文図書出版：福岡市．『 』

・曾塚 孝：地形と気候．10-25．<地・気・洞>

・曾塚 孝：豊かな自然．26-52．<生>

高橋正好・井沢英二(1982)：北九州“平尾型”花崗閃緑岩の化学組成と有色鉱物．三鉱学会秋期

連合講演会講演要旨，p91．<地>

天然記念物平尾台保存管理計画策定委員会編(1982)： 北九州文化財調査報告書第40集天然記念『

物平尾台保存管理計画策定報告書，44p，4fg．北九州市教育委員会：北九州市．<地・古・



生・人・歴・環>

＊昭和55・56年度国庫補助事業．

横田直吉退職記念出版会編(1982)： 平尾台の石灰洞 ，272p，8pl，7fg．日本洞窟協会：山口『 』

県秋芳町．<地・古・生・人・歴・水・環・洞>

・曾塚 孝：平尾台小史．1-5．

・井倉洋二・松中昭子・曾塚 孝：平尾台の位置・気象．6-8．

・曾塚 孝・亀井俊幸・多田隈優・高津浩二・池内英雄：平尾台の地形（平坦面・青龍窟の階

層構造 ．9-19．）

・浦田健作・曾塚 孝：平尾台の地質・地史．20-27．

・曾塚 孝：平尾台の考古・人文．28-38．

・曾塚 孝：平尾台の生物．39-52．

・曾塚 孝：平尾台の古生物．53-66．

．・田中博幸・水島明夫・浦田健作・井倉洋二・正井和夫・久篠康範：平尾台の石灰洞．67-92

・水島明夫・浦田健作・吉田洋一・大井祥照・横田直吉・小林寿彦・古林健宏・山中朋子：平

尾台の洞窟記載．93-140．

・曾塚 孝・水島明夫・浦田健作・井倉洋二・常盤 洋・横田直吉：平尾台に関する文献目録．

141-47．

吉開和男・長野 覚(1982)：福岡県風土記，8-53．金文図書：福岡市．

【関連分野】

入江照雄・吉村和久・浦田健作・井倉洋二・池田 徹・宗 裕・祝原道衛(1982)：岩屋第Ⅱ洞調査

報告．筑豊博物，(27)，6-20．筑豊博物研究会：飯塚市．<地・生・水・洞>

九州大学探検部(1982)： 福岡県田川市岩屋鍾乳洞調査計画書(1982年度第1次) ，4p．九州大学『 』

探検部：福岡市．<洞>

岡崎美彦(1982)：博物館資料 3.マツガエサイ．わたしたちの自然史，(10)，p24．北九州自然史

友の会：北九州市．<古>

<1983年>

土井仙吉(1983)：平尾台．旺文社編『旺文社百科事典[エポカ] ，15，p220．旺文社：東京都．』

<地・洞・観・保>

市川正巳(1983)：カルスト地形．旺文社編『旺文社百科事典[エポカ] ，4，423-24．旺文社：』

東京都．

<地>

， ( )： 『 ，ｐ ．Itasaka Gen Ed. 1983 Hiraodai. 144Kodansha Encyclopedia of Japan，３』

： ．<地>Kodansha Tokyo
鹿島愛彦(1983)：宮久三千年先生を悼む．愛媛新聞．<地・洞>

亀井俊幸(1983)：鍾乳洞探検紀(Ⅰ)．わたしたちの自然史，(12)，18-19．北九州自然史友の

会：北九州市．<歴・洞>

唐木田芳文・島田允堯・井沢英二(1983)：北九州花崗岩類の特徴 『昭和57年度総合研究(A)研．

究成果報告書 日本の花崗岩岩石区と鉱床に関する研究 ，99-112．<地>』

小林 繁(1983)：マルバサンキライ．わたしたちの自然史，(12)，10-12．北九州自然史友の会：

北九州市．<生>



守田 優(1983)：カルスト地形‐平尾台‐．地理，28，(2)，72-73．古今書院：東京都．<地>

西日本新聞社福岡県航空写真集刊行事務局(1983)： 福岡県航空写真集 ふるさと飛行 ，412p．『 』

西日本新聞社：福岡市．<地>

・能美安男：北九州市平尾台．208-09．

斉藤靖二(1983)：洞窟．旺文社編『旺文社百科事典[エポカ] ，13，41-42．旺文社：東京都．<』

地>

石灰石鉱業協会地質委員会編(1983)： 日本の石灰石 ，503p，11pl，2fg．石灰石鉱業協会：東『 』

京都．<地・古・生・洞・鉱>

・太田正道：カルスト‐景観．115-21．

・守田 優：カルスト‐鉱床地帯と生物の関係．121-25．

・土田耕三：平尾台地区．438-44．

高橋正樹(1983)：日本列島の白亜紀-古第三紀バソリス群における“segment”構造-特に北九州

バソリスの位置づけをめぐって 『昭和56年度総合研究(A)研究成果報告書 日本の花崗岩岩．

石区と鉱床に関する研究 ，37-43．<地>』

浦田健作(1983)：九州・沖縄地域の洞窟．ケイビング情報IN 九州，(2)，8-9．日本洞窟協会九

州支部：福岡市.<洞>

山口恵一郎編(1983)： 日本自然地名辞典 ．東京堂出版：東京都．<地>『 』

山内浩著作集出版委員会(片上文彦会長)編(1983)： 山と洞穴-学術探検の記録- ，478＋10p．『 』

山内浩著作集出版委員会：松山市．

＊再録された山内(1975a)に牡鹿洞平面図を追加．

【関連分野】

九州大学探検部(1983)： 岩屋鍾乳洞 ．15p，4fg．九州大学探検部：福岡市．<地・生・水・洞『 』

>

増井満春(1983)：田川地区．石灰石鉱業協会地質委員会編『日本の石灰石 ，445-52．石灰石鉱』

業協会：東京都．<地・古・鉱>

<1984年>

朝日新聞西部本社(1984)：平尾台入口-茶ヶ床-福丸 『福岡県の自然歩道 ベストハイク30コー．

ス ，30-34．葦書房：福岡市．<環・観>』

＊1983年2月～12月，朝日新聞福岡第二県版に週一回連載「九州自然歩道ヤッホーはいきんぐ

マップ」を編集．

藤井厚志(1984a)：ゴールデンウィークに平尾台で日本洞窟大会が開かれます．わたしたちの自

然史，(17)，p24．北九州自然史友の会：北九州市．<洞>

藤井厚志(1984b)：自然史の窓 洞窟調査の話題から．ひろば北九州，7，(2)，[33]，p19．北九

州都市協会：北九州市．<洞・水>

林田 武(1984)： 平尾台芳ヶ谷ボルダーリングルート図 ，1p．キャンプツー：北九州市．『 』

<環・観>

平岡康夫・久我民男(1984)：東谷鉱山における道路整備について(その1)．石灰石，(208)，42-4

5．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

唐木田芳文・井沢英二・島田允堯・高橋正好(1984)：北部九州花崗岩類の化学組成-特に高スト

ロンチウム花崗岩について-．三鉱学会秋期連合講演会講演要旨集，p154．<地>



カマネコ探検隊(1984)： ．ケイビング情報IN 九州，(5)，A Piece of Picture and a Short Story
p2．日本洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

河村善也・曾塚 孝(1984)：福岡県平尾台の洞窟から産出した第四紀哺乳動物化石．北九州市立

自然史博物館研究報告，(5)，163-88．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・古・

洞>

小柳秀次(1984)：有史以前の平尾台．北九州の文化財を守る会会報，(46)，p2．北九州市の文化

財を守る会：北九州市．<地・歴>

前田守次(1984)：自然保護か開発か．北九州の文化財を守る会会報，(46)，5-6．北九州市の文

化財を守る会：北九州市．<土・環・観・鉱>

松本清張(1984)：古風土記(14) 豊後Ⅰ 虚像の足音 『松本清張全集 55 ，278-86．文藝春秋：． 』

東京都．<地・人・歴・洞>

＊松本(1977)再録．

目白洞調査隊(1984)：第2 次平尾台目白洞調査．ケイビング情報 IN 九州，(5)，p5．日本洞窟

協会九州支部：福岡市．<洞>

＊1984年8月24日～27日の調査で，目白洞全長約1800ｍ，高度差75ｍとなる．

目崎茂和(1984a)：日本のカルスト地形に関する気候地形学的考察．日本地理学会秋季学術大会

予稿集，(26)，66-67．日本地理学会：東京都．<地・気>

目崎茂和(1984b)：日本の主要カルストの地形形成について．琉球大学法文学部紀要 史学・地

理学篇，(27-28，田里友哲教授退官記念号)，139-69．琉球大学法文学部：那覇市．<地>

三菱鉱業セメント株式会社九州事業所東谷鉱山東谷小グループ活動ターボグループ(代表小野直

樹)(1984)：石灰石の品質管理．石灰石，(211)，14-20．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

三菱鉱業セメント株式会社東谷鉱山(1984)：三菱鉱業セメント株式会社東谷鉱山．石灰石，(20

9)，2-7．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

光畑浩治(1982)：豊玉姫．京築民話の会編『ものがたり京築 ，102-03．葦書房：福岡市．』

<人>

三浦 肇(1984)：カルスト地形．下中邦彦編『大百科事典 ，3，792-93．平凡社：東京都．』

<地・洞>

溝口 連(1984)：天然の博物館平尾台を護ろう．北九州の文化財を守る会会報，(46)，p1．北九

州市の文化財を守る会：北九州市．<環>

中村 束(1984)：北九州と万葉植物．ひろば北九州，7，(2)，[33]，6-8．北九州都市協会：北九

州市．<生>

田中澄江・徳久球雄・福田宏年監修・日本アートセンター編(1984)： 山の歳時記8 九州－火『

の山 海の山 ，156p．小学館：東京都．<保・観>』

太田正道・藤井厚志(1984)：青龍窟．渡辺景隆編『日本の天然記念物6 地質･鉱物 ，p78．講談』

社：東京都．<地・環>

式 正英(1984)：石灰岩と地形 『地形地理学 ，103-06．古今書院：東京都．<地・洞>． 』

＊平尾台地形概念図(式原図，1967年)掲載．

篠田菅夫(1984)：高天原は平尾台地か．製鐵文化，(146)，13-18．新日本製鐵株式會社八幡製鐵

所親和会：北九州市．<地・人・歴>

曾塚 孝・水島明夫・浦田健作・田中博幸(1984)：最近の平尾台‐平尾台の調査結果と洞窟記載

基準‐．洞人，5，(1)，1-10．日本洞窟協会：山口県秋芳町．/ Japan Caving，15，(1-2)，

7-19．日本ケイビング協会：狭山市．<洞>



Takahashi, M., S.Aramaki & A.Tsusue 1984 Segmented structure in the Cretaceous to( )：

early Paleogene granitic batholiths of Japanese islands based on statistics of major
． ， ， ．<地>element chemistry : a reconnaissance study 34 373-84Mining Geology

[主要構成物化学統計をもとにした日本列島の白亜紀から古第三紀初期花崗岩バソリスの

構造：予察的研究]segmented
高橋由美(1984)：平尾台のオオウラギンヒョウモンは健在．わたしたちの自然史，(16)，p20．

北九州自然史友の会：北九州市．<生>

谷端 勲(1984)：文献・伝説による平尾台．北九州の文化財を守る会会報，(46)，2-4．北九州市

の文化財を守る会：北九州市．<歴>

辻村太郎（佐藤 久・式 正英校訂）(1984)：準平原 ，山形 『改版日本地形誌 ，28-35，68-78．． ． 』

古今書院：東京都．<地>

＊1929年初版発行．

月原俊二(1984)：今昔，雪滑曙．ひろば北九州，7，(2)，[33]，p49．北九州都市協会：北九州

市．<観>

＊平尾台中峠，水晶山でのスキー．

内山 茂(1984)：演習地から払下げに至るまで．北九州の文化財を守る会会報，(46)，4-5．北九

州市の文化財を守る会：北九州市．<土・保・観・鉱>

浦田健作(1984)：九州沖縄の洞窟(Ⅲ)．ケイビング情報IN九州，(4)，18-22．日本洞窟協会九州

支部：福岡市．<洞>

浦田健作(1984)：九州沖縄の洞窟(Ⅲ)．ケイビング情報IN九州，(5)，23-26．日本洞窟協会九州

支部：福岡市．<洞>

山本公一(1984a)：平尾台の石仏と歌碑．北九州の文化財を守る会会報，(46)，6-7．北九州市の

文化財を守る会：北九州市．<文>

山本公一(1984b)：観光まつり今昔－平尾台観光協会の歩み－．北九州の文化財を守る会会報，

(46)，p8．北九州市の文化財を守る会：北九州市．<観>

山下健夫(1984)： 平尾台千貫岩ボルダーリングルート図 ，1p．キャンプツー：北九州市．<『 』

環・観>

由利佳代(1984)：近況報告．ケイビング情報IN九州，(4)，5-8．日本洞窟協会九州支部：福岡市．

<洞>

＊1984年5月，すずしろの穴概念図，獣骨産出報告．

【関連】

千田 昇(1984a)：豊前行橋平野の沖積世と地形発達．日本地理学会学術大会予稿集，(26)，90-9

1．<地・人>

千田 昇(1984b)：豊前行橋平野の地形発達－周防灘沿岸平野の地形学的研究(1)－．大分大学教

育学部紀要(自然科学)，6，(7)，7-15．大分大学教育学部：大分市．<地>

<1985年>

朝日新聞西部本社編(1985)：平尾台のカルスト台地植生 『福岡県の自然100選 守りたい自．

然・詳細ガイド ，16-17(201p)．葦書房：福岡市．<保・観>』

＊「最近は、千仏鍾乳洞の洞上部の芳ヶ谷一帯で、牛の放牧による開発のため洞内に赤土まじ

りの雨水が流入し、汚染が問題となった 」(p17)。



土井仙吉(1985)：平尾台．下中邦彦編『大百科事典 ，12，p734．平凡社：東京都．<地>』

藤井厚志(1985a)：自然史の窓 桂林市のカルストと洞窟を訪ねて．ひろば北九州，8，(1)，[3

8]，p44．北九州都市協会：北九州市．<地・洞>

＊日本洞窟協会大会案内．

藤井厚志(1985b)：自然史の窓 秋吉台水中洞窟発見騒動記．ひろば北九州，8，(5)，[42]，p21．

<洞>

＊日本洞窟協会大会について．

Hatanaka, Ken-ichi 1985 Palynological studies on the vegetational succession since the( )：

，Würm glacial age in Kyushu and adjacent areas．Journal of the Faculty of Literature
18 29-71 Faculty of Literature, KitakyushuKitakyushu University Series B，( )， ， ．

： ．University Kitakyushu City
[畑中健一：九州およびその近接地域におけるウルム氷期以降の植生変遷に関する花粉学的研

究．北九州大学文学部紀要(Ｂ系列)]<地・生>

飛鷹和久(1985a)：これが真相だ!!『マサイ＝ゴミムシ事件 ．ケイビング情報 IN 九州，(7),』

p7．日本洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

飛鷹和久(1985b)：これが真相だ!!シリーズ第二弾!!．ケイビング情報 IN 九州，(8), p4．日本

洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

飛鷹和久編(1985a)：カマネコ探検隊報告書，1,【初版 ．92p．カマネコ探検隊：北九州市．<】

地・洞・環・観>

飛鷹和久編(1985b)：カマネコ探検隊報告書，1,【第2版 ．105p．カマネコ探検隊：北九州市．】

<地・洞・環・観>

石黒正紀(1985)：平尾台．相賀徹夫編『日本大百科全書 ，19，p794．小学館：東京都．<地・』

土・洞・観・鉱>

稲光松夫(1985)：紫川の思い出．ひろば北九州，(43)，p18．北九州都市協会：北九州市．<地・

人・歴・水>

カマネコ探検隊(1985a)：カマネコ探検隊『会員』募集のお知らせ．ケイビング情報IN九州，(7)，

p6．日本洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

カマネコ探検隊(1985b)：カマネコいちご通信より転載．ケイビング情報IN九州，(8)，p23．日

本洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

カマネコ探検隊(1985c)：カマネコあじさい通信．ケイビング情報IN九州，(8)，24-25．日本洞

窟協会九州支部：福岡市．<洞>

カマネコ探検隊(1985d)：行橋市の竪穴(仮称)．ケイビング情報IN九州，(8)，p31．日本洞窟協

会九州支部：福岡市．<洞>

＊1985年5月18日，行橋市総務課職員が境界確認作業中に発見．

，カマネコ探検隊(1985e)：平尾台芳ヶ谷第二-第三洞の発見と保護．ケイビング情報IN九州，(8)

33-34．日本洞窟協会九州支部：福岡市．<地・水・洞・自>

Cavingカマネコ探検隊(1985f)：カマネコへちま通信．ケイビング情報IN九州，(9)，11-14．

：福岡市．<洞>Information Centre
Cavingカマネコ探検隊(1985g)：カマネコまつたけ通信 ケイビング情報IN九州 (10) 10-13． ， ， ．

：福岡市．<洞>Information Centre
唐木田芳文(1985)：北九州花崗岩類の地質学的分類．日本応用地質学会九州支部会報，(6)，1-1

2．日本応用地質学会九州支部：．<地>



北九州市広報課(1985)：地底世界のアドベンチャー，カマネコ探検隊．北九州市政だより，(53

2) ．北九州市：北九州市．<洞>，

北九州市史編さん委員会編(1985)： 北九州市史 総論 先史・原史 ，1064p．北九州市：北九州『 』

市．<地・生・人・歴>

・北条凱生：北九州市の自然．33-64．<地>

・山岡 誠：北九州市の生物．65-140．<古・生>

・上村佳典：平尾台の自然．154-56．<地>

・田中良之：旧石器時代から縄文時代へ．202-06．

・田中良之：5つの領域．235-36．

・田中良之：平尾台の遺跡．261-65．

・田中良之：北九州縄文人の生活．310-34．

・武末純一：市域周辺の初期稲作．360-62．

庫本 正・杉村昭弘・中村 久・配川武彦(1985)： カルスト台地と鍾乳洞 ，48p．秋吉台科学博『 』

物館：山口県秋芳町．<地>

正井和夫(1985MS)： 日本大学文理学部応用地学科昭和59年度課題研究(卒業論文)：平尾台石灰『

岩の地質構造と平尾台の地形 ，65p，1fg．日本大学文理学部：東京都．<地・洞>』

目崎茂和(1985)： 琉球弧をさぐる ．253p．沖縄あき書房：宜野湾市．<地>『 』

・気候地形としての沖縄島．132-34．＊目崎茂和(1981)再録．

・沖縄島の円錐カルスト地形．135-38．＊目崎茂和・兼村憲次(1981)を改題して再録．

三井嘉都夫(1985a)：洞穴．相賀徹夫編『日本大百科全書 ，16，669-71．小学館：東京都．』

<地・洞>

三井嘉都夫(1985b)：カルスト地形．相賀徹夫編『日本大百科全書 ，5，900-01．小学館：東京』

都．<地>

森本嘉人(文)・俣野文昭(絵)(1985)：市内にいる野鳥たち(12) 高原の鳥ホオアカ．ひろば北九

州，8，(5)，[42]，p11．北九州都市協会：北九州市．<生>

内藤康男(1985)：自己紹介．ケイビング情報 IN 九州，(8)，p1．日本洞窟協会九州支部：福岡

市．<洞>

＊1984年秋，牡鹿洞観光入洞中に照明を消され，管理人帰宅．

西日本新聞社｢写真集福岡100年｣刊行事務局編(1985)：千仏鍾乳洞を開発した大石高平 『写真．

集福岡100年 ，p276．西日本新聞社：福岡市．<洞・観>』

西行太郎(1985a)：御花畑のイバラ穴．ケイビング情報 IN 九州，(7)，p13．日本洞窟協会九州

支部：福岡市．<洞>

西行太郎(1985b)：平尾台洞窟資料：御花畑のイバラ穴．ケイビング情報 IN 九州，(8)，p9．日

本洞窟協会九州支部：福岡市．<洞>

＊改訂版測図掲載．

曾塚 孝・藤井厚志(1985)：第8回日本洞窟大会報告．洞人，6，(1)，p17．日本洞窟協会：山口

県秋芳町．<地>

＊1985年5月4～6日，曾塚 孝実行委員長，参加者200名，実行委員25名．

田畑郁夫(1985)：ラクダムシの採集記録．わたしたちの自然史，(20)，p15．北九州自然史友の

会：北九州市．<生>

武次房江(1985)：オオウラギンギョウモンの雌雄型．わたしたちの自然史，(19)，p16．北九州

自然史友の会：北九州市．<生>



田中博幸(1985)：堅固の穴．ケイビング情報 IN 九州，(8)，p9．日本洞窟協会九州支部：福岡

市．<洞>

帝国書院編集部・佐藤 久・西川 治(1985)：カルスト地形―平尾台(福岡県)(地形図)．新詳高等

社会地図，[初訂版 ，ｐ27．帝国書院：東京都．<地・教>］

浦田健作(1985a)：表紙説明 目白洞－平尾台－．わたしたちの自然史，(18)，表2．北九州自然

史友の会：北九州市．<洞>

浦田健作(1985b)：北九州付近の洞窟ガイド．わたしたちの自然史，(18)，1-5．北九州自然史友

の会：北九州市．<地・洞・環・観>

浦田健作(1985c)：九州沖縄地域の洞窟(1)． 洞人，6，(2)，23-40．日本洞窟協会：山口県秋芳

町．<地・水・洞>

Caving浦田健作(1985d)：平尾台の新洞について．ケイビング情報IN九州，(9)，17-20．

：福岡市．<洞>Information Centre
＊No.113こまどり穴～147大穴岸壁下の穴(仮称)．

Caving Information浦田健作(1985e)：表紙説明(前号No.9) ケイビング情報IN九州 (10) 表2． ， ， ．

：福岡市．<洞>Centre
＊断層ヘリクタイトの穴(仮称)のヘリクタイト．

浦田健作(1985f)：九州・沖縄地域の洞窟(6)－1985年の動向，1985年版リスト．ケイビング情報

IN九州，(10)，30-31． ：福岡市．<洞>Caving Information Centre
浦田健作・木村洋紀・飛鷹和久(1985)：洞窟記載．カマネコ探検隊報告書，1，[第2版]．105p．

カマネコ探検隊：北九州市．<地・洞>

米津三郎(1985)：北九州の金山開発．ひろば北九州，8，(1)，[38]，10-12．北九州都市協会：

北九州市．<鉱>

【関連】

千田 昇(1985)：豊前行橋平野の沖積世における地形発達．東北地理，37，267-78．東北地理学

会：仙台市．<地・人>

畑中健一(1985)：長野Ｅ遺跡の花粉分析．北九州市埋蔵文化財調査報告書第42集｢長野Ｅ遺跡調

査報告書｣，88-89．北九州市教育文化事業団：北九州市．<地・古>

池田 徹(1985)：福岡県田川市岩屋第2洞の洞内地形の変化について．ケイビング情報IN九州，(1

0)，p15．Caving Information Centre：福岡市．<洞>

日本セメント株式会社香春鉱山(1985)：日本セメント株式会社香春鉱山．石灰石，(215)，12-15．

石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

山岡 誠(1985)：表紙説明 大山祗神社の公孫樹(イチョウ)．わたしたちの自然史，(20)，表2．

北九州自然史友の会：北九州市．<生>

<1986年>

ブルータス編集部(1986)：奇観満腹 平尾台のカルスト．ブルータス，8月15日号，7，(15)，[1

40]，8-9．マガジンハウス：東京都．<観>

，藤井厚志(1986)：自然史の窓 洞窟潜水夢想－マストドン化石に夢を追って．ひろば北九州，9

(3)，[46]，p21．<洞>

＊「平尾台での洞窟潜水は技術的に困難なのでやらない ．」

東谷むかし語り編集部(1986)：井手浦の里を訪ねて．三谷むかし語り，5，(7)，[50]，1-5．む



かし話をする会：北九州市．<人・歴>

池内英雄(1986)：眠っている化石．ひろば北九州，9，(5)，[48]，26-27．北九州都市協会：北

九州市．

<古・洞>

Cavingカマネコ和久(飛鷹和久)(19 8 6 )：秋冬．ケイビング情報IN九州，(14)， 14-1 7．

：福岡市．<洞>Information Centre
カマネコ探検隊(1986)：カマネコ探検隊のページ 第１回 そしてアンドレ・ブルトンはニャアと

鳴いた．ケイビング情報IN九州，(10)，p24． ：福岡市．Caving Information Centre
<洞>

勘米良亀齢(1986a)：地質概説．九州地方土木地質図編纂委員会編『九州地方土木地質図解説

書 ，40-56．国土開発技術研究センター：東京都．<地>』

勘米良亀齢(1986b)：堆積岩類．九州地方土木地質図編纂委員会編『九州地方土木地質図解説

書 ，57-89．国土開発技術研究センター：東京都．<地>』

北九州Ms.倶楽部編(1986)：ぐらふ’86 ｢ハァーイ｣１年生です．新道寺小学校平尾分校(小倉南

区)．北九州Ms.倶楽部，6月号．綜合企画：北九州市．<人>

九州地方土木地質図編纂委員会編(1986a)： 九州地方土木地質図解説書 ，485p．国土開発技術『 』

研究センター：東京都．<地>

＊1/20万九州地方土木地質図付．

九州地方土木地質図編纂委員会編(1986b)：稼行鉱山（金属・非金属 『九州地方土木地質図解）．

説書 ，431-35．国土開発技術研究センター：東京都．<地>』

九州地方土木地質図編纂委員会編(1986c)：休廃止鉱山(金属・非金属) 『九州地方土木地質図．

解説書 ，445-46．国土開発技術研究センター：東京都．<地>』

九州地方土木地質図編纂委員会編(1986d)：風穴・洞穴 『九州地方土木地質図解説書 ，482-84．． 』

国土開発技術研究センター：東京都．<地>

無記名(1986)：幻の空洞へ出たぞ．平尾台最大級．北九州のグループ，落盤後，初の新ルート．

西日本新聞夕刊１月４日．西日本新聞社：福岡市．<洞>

中野紀三郎・大坪和子編(1986)：平尾台 『街 北九州 ，p100．北九州市建設局：北九州市．<． 』

観>

酒井治孝・渡辺正幸(1986)：小倉-田川断層の断層露頭とカタクラサイト．活断層研究，2，77-8

2．活断層研究会：東京都．<地>

芹田騎郎(1986)：満月の平尾台．ひろば北九州，9，(5)，[48]，表紙，p39．北九州都市協会：

北九州市．<古・洞>

月原俊二(1986)：北九州の山④平尾台．ひろば北九州，9，(3)，[46]，p54．北九州都市協会：

北九州市．<教・観>

浦田健作(1986a)：平尾台の地史と地形と地下水(1) アプライト岩脈とカルスト地形．ケイビン

グ情報IN九州，(12)，p40． ：福岡市．<地>Caving Information Centre
浦田健作(1986b)：平尾台の地史と地形と地下水(2) キャップロック．ケイビング情報IN九州，

(13)，46-49． ：福岡市．<地・洞>Caving Information Centre
浦田健作(1986c)：平尾台の水系調査のこと，その他のこと．ケイビング情報IN九州，(14)，28-

31． ：福岡市．<地・水・洞>Caving Information Centre
Caving Information浦田健作編(1986)：春の平尾台．ケイビング情報IN九州，(10)，10-22．

：福岡市．<洞>Centre



瓜生英清(1986)：平尾台北部貫山地の地質について．わたしたちの自然史，(21)，20-21．北九

州自然史友の会：北九州市．<地>

山本公一(1986)：呼野金山あれこれ．ひろば北九州，9，(5)，[48]，p27．北九州都市協会：北

九州市．<鉱・人>

＊三谷むかし語り(105)から．

【関連】

熊谷信孝(1986)： 香春岳の自然 ，191p．葦書房：福岡市．<地・生・環>『 』

田村正之(1986)：西南日本白亜系の古地理と古環境．化石，(41)，1-16．日本古生物学会：東京

都．<地・古・環>

上野禎一・中村卓臣(1986)：福岡県田川郡香春岳鉱床群のスカルン鉱物と硫化鉱物(1)．日本地

質学会西日本支部会報，85，p7．日本地質学会西日本支部．<地>

<1987年>

(1987)：｢ケイビング情報IN九州｣について．洞人，7，(1)，23-24．Caving Information Centre
日本洞窟協会：山口県秋芳町．<洞>

地学団体研究会『シリーズ・自然にチャレンジ』編集委員会編(1987)： ぼくらの洞くつ探検 ，『 』

シリーズ・自然にチャレンジ6，75p，4pl，4fg．大月書店：東京都．<洞>

藤井厚志(1987)：自然史の窓 切手で見る自然史．ひろば北九州，10，(1)，[50]，p29．北九州

都市協会：北九州市．<地・洞>

福岡県立戸畑高等学校地学部(1987)：平尾台大穴水系調査報告．ケイビング情報IN九州，(16)，

21-23．Caving Information Centre：福岡市．<洞>

Cavingカマネコ探検隊(1987a)：カマネコ雨だれ通信．ケイビング情報IN九州，(15)，35-36．

：福岡市．<洞>Information Centre
カマネコ探検隊(1987b)：カマネコのページ(第2回)．ケイビング情報IN九州，(17)，34-36．

：福岡市．<洞>Caving Information Centre
Cavingカマネコ探検隊(1987c)：カマネコのページ(第3回) ケイビング情報IN九州 (18) 2-12． ， ， ．

：福岡市．<洞>Information Centre
亀井節夫・河村善也・樽野博幸(1987)：哺乳動物相．日本第四紀学会編『日本第四紀地図 ，86』

-89 ：．<地・古・生・洞>．

神谷夏実・水島明夫(1987)： 特別号 日本の大洞窟 ．91p．日本ケイビング協『 』Japan Caving
会：狭山市．<地・水・洞>

川崎 実(1987)：平尾台のホオアカ分布状況 (友の会主催第3回研究発表会講演要旨)．わたした

ちの自然史，(26)，p23．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

三井嘉都夫(1987)：洞穴．相賀徹夫編『日本百科全書 ，16，669-71．小学館：東京都．<地・』

洞>

三浦 肇(1987)：カルスト地形．藤岡謙二郎監修，大明堂編集部編『新日本地誌ゼミナールⅣ

中国・四国地方 ，209-23．大明堂：東京都．<地>』

大野睦子(1987)：北九州の植物(11) インバモ．わたしたちの自然史，(26)，p18．北九州自然史

友の会：北九州市．<生>

Caving佐々木博文(1987)：ケイバー佐々木の車燃ゆ！．ケイビング情報IN九州，(15)，p31．

：福岡市．<洞>Information Centre



新海義治(1987)：北九州市内のムカシトンボの分布状態．わたしたちの自然史，(25)，p20．北

九州自然史友の会：北九州市．<生>

シティ情報ふくおか編集部(1987)：<スポーツピックアップ>あなたの知らない世界を体験．シテ

ィ情報ふくおか，(174) ．プランニング秀巧社：福岡市：福岡市．<洞>，

Caving鈴木和幸(1987)：平尾台の洞くつの微気象．ケイビング情報IN九州，(19)，39-41．

：福岡市．<地・水・洞>Information Centre
田中博幸(1987)：平尾台石灰洞資料(3) 爽原洞．ケイビング情報IN九州，(15)，p36． Caving I

nformation Centre：福岡市．<洞>

Caving田中寿広(1987)： 第2藤戸洞』について．ケイビング情報IN九州，(18)，36-37．『

：福岡市．<洞>Information Centre
上田恭一郎(1987)：チャイロカドモンヨトウの洞窟内での採集記録．わたしたちの自然史，(26)，

p20．北九州自然史友の会：北九州市．<生・洞>

浦田健作(1987)：九州・沖縄地域の洞窟(7)－1986年の動向，1986年版リスト．ケイビング情報I

N九州，(15)，28-30．Caving Information Centre：福岡市．<地・洞>

浦田健作(1987a)：秋吉台，平尾台における色素追跡調査について．ケイビング情報IN九州，(1

5)，p31．Caving Information Centre：福岡市．<洞>

浦田健作(1987b)：平尾台石灰洞資料(4) 太平台西の竪穴．ケイビング情報IN九州，(17)，p45．

：福岡市．<地・洞>Caving Information Centre
浦田健作(1987c)：平尾台の地史と地形と地下水(3) 広谷の穴．ケイビング情報IN九州，(18)，4

8-49． ：福岡市．<地・洞>Caving Information Centre
浦田健作(1987MS)： 平尾石灰岩層の地質学的岩石学的研究 ．九州大学理学部地質学科昭和61『 』

年度卒業論文．35p，1fg．九州大学理学部地質学科：福岡市．<地・洞>

浦田健作・西山忠男・山口 勝・富田宰臣(1987)：平尾石灰岩層の地質学的研究．日本地質学会

西日本支部会報，p17．<地>

宇佐美明・柏木 實・陶山賢治・関 忠・武下雅文・時田房恵・西 純一・能美安男・服部研二・

藤井厚志・山岡 誠(1987)： 北九州を歩く ，217p．海鳥社：福岡市．<地・人・歴・洞・『 』

保・観>

・時田房恵：平尾台① カルスト台地の四季．144-45．

・時田房恵：井手浦の尻振り祭．p144．

・藤井厚志：平尾台② カルスト地形散策．146-47．

・藤井厚志：貝殻山．p146．

・藤井厚志：平尾台③ 鍾乳洞探検．148-49．

・藤井厚志：ケイビング．p148．

・藤井厚志：平尾台④ 広谷から水晶山まで．150-51．

・藤井厚志：カルスト．p150．

・関 忠：山伏の里から登る平尾台．186-87．

・関 忠：等覚寺松会(幣切り祭)．p186．

・関 忠：貫山頂から周防灘を望む．190-91．

・関 忠：井手浦鍾乳洞の冷水とバクチノキ．p190．

山口真四郎(1987)：平尾台の羊群原 『好きです九州 ふるさとは今 心の四季 ，54-55．財界九． 』

州社：福岡市．<地>

＊雑誌「財界九州」グラビアシリーズを編集した写真集．



Caving山中朋子(198 7 a )：古賀氏に聞く(その1)．ケイビング情報IN九州，(15)， p58．

：福岡市．<洞>Information Centre
Caving山中朋子(198 7 b )：古賀氏に聞く(その2)．ケイビング情報IN九州，(16)， p14．

：福岡市．<洞>Information Centre
．餘戸義雄(1987)：平尾台随想．ひろば北九州，10，(1)，[50]，p8．北九州都市協会：北九州市

<観>

【関連】

千田 昇(1987)：前田山遺跡周辺の地理的環境 『行橋市文化財調査報告書第19集 前田山遺．

跡 ，7-15．行橋市教育委員会：行橋市．<地>』

シティ情報ふくおか編集部(1987)：探検!!岩屋鐘乳洞．シティ情報ふくおか，(174) ．プラン，

ニング秀巧社：福岡市．<洞>

藤井厚志(1987)：自然史の窓 頂吉・満干谷の怪．ひろば北九州，10，(6)，[55]，p15．北九州

都市協会：北九州市．<地・水>

北九州地学研究会(1987a)：北九州市門司区蕪島の海蝕洞．わたしたちの自然史，(25)，4-5．北

九州自然史友の会：北九州市．<地・洞>

北九州地学研究会(1987b)：北九州市門司区喜多久蕪島の海蝕洞(友の会主催第3回研究発表会講

演要旨)．わたしたちの自然史，(26)，p22．北九州自然史友の会：北九州市．<地・洞>

Sawada, Isamu(1987)：Further studies on cestodes of Japanese bats, with descriptions o

f three new species of the genus (Cestoda：hymenolepididae). Zool. Soc.,Vamtirolepis

4, (4), 721-29. <生・洞>

＊水無洞にキクガシラコウモリ千頭未満、コキクガシラコウモリ千頭未満生息．

太川浩平(1987)： 古処山の自然 ，289p．筑豊博物研究会：飯塚市．『 』

・山本正之・渡辺隆人：古処山の地質，9-19．<地>

・入江照雄・荒井秋晴・船越公威・祝原道衛：古処山洞窟群の動物，216-221．<生・洞>

<1988年>

赤木祥彦(1988)：筑紫山地．下中 弘編『世界大百科事典 ，18，p553．平凡社：東京都．』

<地>

土井仙吉(1988a)：福岡県．下中 弘編『世界大百科事典 ，24，456-58．平凡社：東京都．』

<地・観>

土井仙吉(1988b)：平尾台．下中 弘編『世界大百科事典 ，24，p160．平凡社：東京都．<地・』

古・歴・土・洞・保・観・鉱>

福岡県(1988)： 福岡県土地分類基本調査総括報告書 ．福岡県：福岡市．『 』

・竹下敬司：地形分類．40-58．<地>

・山口 勝・富田宰臣・亀山徳彦・下山正一：福岡県表層地質の概要．59-124．<地>

福岡県立戸畑高等学校地学部(1988)：平尾台大穴水系調査報告．洞人，7，(4)，97-101．日本洞

窟協会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

ギブニー，フランク・Ｂ編(1988)：カルスト地形 『ブリタニカ国際大百科事典』[改訂版]，2，．

p101．<地>

後藤賢一(1988)： 続々山行雑記』.85p．後藤賢一：福岡市．『



飛鷹和久編(1988)： カマネコ探検隊報告書，1号 【第2版第2刷 ．105p．カマネコ探検隊：北『 ， 】』

九州市．<地・洞・環・観>

市川健夫監修(1988)：カルスト地形の平尾台．市川健夫監修『ビジュアルワイド新日本風土記40

福岡県 ，16-17．(株)ぎょうせい：東京都．<地>』

角川日本地名大辞典編纂委員会(竹内理三委員長)編(1988)： 角川日本地名大辞典 40 福岡県 ，『 』

2044p，8pl．角川書店：東京都．

カマネコ探検隊(1988a)：カマネコのページ(第4回)．ケイビング情報IN九州，(20)，32-42．

：福岡市．<洞>Caving Information Centre
カマネコ探検隊(1988b)：カマネコのページ(第6回)．ケイビング情報IN九州，(21)，28-47．

：福岡市．<洞>Caving Information Centre
カマネコ探検隊報告書編集委員会編(1988)： カマネコ探検隊報告書，3号 ．173p．カマネコ探『 』

検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

苅田町教育委員会編(1988)： ウォーキングマップかんだ ，26p．苅田町教育委員会：福岡県苅『 』

田町．<地・歴・人・洞・保・観>

河村 忠(1988)：北九州市平尾台のシャクガ3種．わたしたちの自然史，(28)，p20．北九州自然

史友の会：北九州市．<生>

河名俊雄(1988)：山水画の世界―円錐カルスト―(沖縄島本部半島・石垣島など) 『シリーズ沖．

縄の自然③琉球列島の地形 ，49-57．新星図書出版：浦添市．<地>』

環境庁編(1988)： 日本の重要な植物群落 Ⅱ 九州版１ ．環境庁：東京都．<生・環>『 』

北九州市企画局企画課・(財)北九州都市協会編(1988)：秋の景色-平尾台 『北九州彩時記 ，6-． 』

9．北九州市企画局企画課・(財)北九州都市協会：北九州市．<観>

近畿大学文化会探検部(1988)： `88芳ヶ谷第二洞-新空間-第三洞関係調査合宿報告書 ，26p．『 』

近畿大学文化会探検部：東大阪市．<地・洞>

三浦 肇(1988a)：ドリーネ．下中 弘編『世界大百科事典 ，20，p489．平凡社：東京都．』

<地>

三浦 肇(1988b)：カルスト地形．下中 弘編『世界大百科事典 ，6，192-93．平凡社：東京都．』

<地>

日本ケイビング大会史編集委員会(1988)：日本ケイビング大会史 『第30回日本ケイビング大会．

東山町大会 ，19-53．日本ケイビング協会．<地・洞>』

Cryptococcus鬼橋加代子・柿本裕美・川野律子・福田裕子・宮崎浩美(1988)：自然界よりの

の検出及びその性状．呉羽忠和・野村満子・戸次恵美子・松丸智子・鬼橋加代neoformans
子・柿本裕美・川野律子・福田裕子・宮崎浩美『昭和62年度微生物学特論 ，28-72．産業医』

科大学医療技術短期大学衛生技術学科微生物学教室：北九州市．<生・洞>

大久保雅弘(1988)：日本の山やま．大久保雅弘・堀口万吉・松本徰夫編『カラーシリーズ・日本

の自然第4巻 日本の山 ，27-46．平凡社：東京都．<地>』

大野睦子(1988)：北九州の植物(12) ガシャモク．わたしたちの自然史，(27)，p22．北九州自然

史友の会：北九州市．<生>

沢田 勇(1988)：条虫相からみたキクガシラコウモリ科コウモリの分布について．奈良産業大学

紀要，4，169-207．<生・洞>

＊1975年3月22日に光水洞，青龍窟でニホンキクガシラコウモリを調査．光水洞で8頭中7頭に

条虫が寄生，青龍窟では7頭中6頭に寄生．

Caving鈴木和幸(1988)：平尾台の洞くつの微気象(その2) ケイビング情報IN九州 (20) 55-58． ， ， ．



：福岡市．<地・水・洞>Information Centre
谷川健一・金 達寿(1988)：九州東部(豊前・豊後) 『地名の古代史 九州篇 ，83-149．河出書． 』

房新社：東京都．<歴>

浦田健作(1988a)：平尾台の地質－特に石灰岩中のランプロファイアー岩脈について－(第４回自

然史友の会研究発表会講演要旨)．わたしたちの自然史，(28)，p16．北九州自然史友の会：

北九州市．<地・洞>

( )： ． ，Urata, Kensaku 1988 Karst hydrogeology of Hirao-dai plateau, West Japan Daoxian
Proceedings of the IAH 21st Congress Karst Hydrogeology and KarstYuan Ed.『 ：

， ，( )， ． ： ，Environment Protection 』 21 part 1 319-20 Geological Publishing House Beijing
．China

[浦田健作：西日本，平尾台のカルスト水文地質．袁 道先編『第21回IAH大会予稿集：カルス

ト水文地質とカルスト環境保護 』地質出版社：北京，中国．] <地・水・洞>．

浦田健作(1988b)：カルスト水系における岩脈ダムの一例 -平尾台青龍窟水系広谷の穴-. 日本

洞窟学会第14回学術講演会講演要旨集，24-25．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

浦田健作(1988c)：九州・沖縄地域の洞窟(8)－1987～1988年の動向，1988年版リスト．ケイビン

グ情報IN九州，(22)，18-19． ：福岡市．<洞>Caving Information Centre

【関連】

足利武三・井上 優(1988)： 家族ハイク・九州北部の山 ，164p．西日本新聞社：福岡市．『 』

<洞・観>

藤井厚志(1988a)：北九州市小倉南区で発見されたカルスト性の間歇冷泉について．日本地質学

会西日本支部会報，(89)，7-8．<地・水>

藤井厚志(1988b)：北九州市小倉南区で発見されたカルスト性の間歇冷泉について(予報)．日本

地質学会第95年学術大会講演要旨集，p419．<地・水>

藤井厚志(1988c)：北九州市小倉南区満干谷の間歇冷泉に関する予察的研究(その１)．北九州市

立自然史博物館報告，(8)，81-98．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・水>

藤井厚志(1988d)：表紙説明 満干谷の間歇冷泉．わたしたちの自然史，(29)，表2．北九州自然

史友の会：北九州市．<地・水>

福岡県(1988)：第3回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)特定植物群落調査報告書（追加調

査 ．環境庁編『日本の重要な植物群落Ⅱ 九州版１ 福岡県・佐賀県・長崎県 ．大蔵省印刷） 』

局：東京都．

・神野展光：内尾薬師のアラカシ林．18-21．

福岡県衛生部環境整備局環境保全課編・尼川大録監修(1988)： 香春岳及びその周辺の自然‐筑『

豊県立自然公園‐』福岡県衛生部環境整備局環境保全課：福岡市．<地・生・保・教・歴・観

>

熊谷信孝(1988)：香春岳（二ノ岳）のイワシデ林．生物福岡，(28)．<生>

白石志乃編(1988)： 岩屋地区洞窟調査報告書 ．16p，2fg．九州大学探検部：福岡市．<洞>『 』

<1989年(平成1年)>

福岡県(1989)：第3回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)自然景観資源調査報告書．環境庁編

『日本の自然景観 九州版Ⅰ ，1-109．大蔵省印刷局：東京都．<地・洞・保>』

＊昭和61年度から62年度に環境庁が各都道府県に委託実施．



林 宏(1989)：表紙説明 平尾台で営巣するホオアカ．わたしたちの自然史，(31)，表2．北九州

自然史友の会：北九州市．<生>

伊藤田直史(1989)：カルスト地形はどう教えられているか－高校地理教科書の記述と問題点－．

秋吉台ケイブフェスティバル1989 学術講演会一般講演要旨集，31-32．日本洞窟学会：山口

県秋芳町．<地・水・洞>

祝原道衛(1989)：私の見たアルビノ(白化)動物の例．わたしたちの自然史，(32)，10-11．北九

州自然史友の会：北九州市．<生>

Izawa, E., Y.Karakida, N.Shimada & M.Takahashi 1989 High-strontium granites in( )：

DELP publication 28 Structural development of Japanesenorthern Kyushu, Japan．『 ， ，( )

， ：．islands, origin of continental crust granitic layer( )』 ．62-67
[井沢英二・唐木田芳文・島田允尭・高橋正好：北部九州の高ストロンチウム花崗岩 『DELP．

出版物，(28)，日本列島の構造発達，大陸地殻(花崗岩質層)の起源』] <地>

Cavingカマネコ探検隊(1989a)：カマネコのページ(＃5) ケイビング情報IN九州 (22) 18-33． ， ， ．

：福岡市．<洞>Information Centre
Cavingカマネコ探検隊(1989b)：カマネコのページ(＃6) ケイビング情報IN九州 (25) 25-31． ， ， ．

：福岡市．<洞>Information Centre
カマネコ探検隊報告書編集委員会編(1989)：カマネコ探検隊報告書，2，127p．カマネコ探検

隊：北九州市．<地・洞・環・観>

環境庁編(1989)： 日本の自然環境 九州版Ⅰ 福岡県・佐賀県・長崎県 ，109p．大蔵省印刷『 』

局：東京都．<地・洞・保>

＊福岡県(1989)を収録．

北九州市企画局企画部企画課・(財)北九州都市協会編(1989)：お糸池(お糸池にまつわるお話)．

『民話と伝説マップ 北九州むかしばなし第二集 ，12-13．北九州市企画局企画部企画課・』

(財)北九州都市協会：北九州市．<人>

北九州市水道史編集委員会編(1989)： 水に生きる 北九州市水道史 ，191ｐ．(財)北九州上下『 』

水道協会：北九州市．<利>

九州活断層研究会編(1989)： 九州の活構造 ，553p．東京大学出版会：東京都．<地>『 』

・渡辺満久・池田安隆：小倉．82-83．

・渡辺満久・池田安隆：行橋．94-95．

前田伸一(1989)：平尾台に、お返しを…．ひろば北九州，12，(5)，[66]，2-3．北九州都市協

会：北九州市．<環>

三浦 肇・荒川達彦・浦田健作(1989)：平尾台カルストにおけるカレンの形態分類について．日

本地理学会秋季学術大会予稿集，(36)．日本地理学会：東京都．<地・生>

＊1989年11月11日発表．三浦 肇編(1990)に収録．

，無記名(1989)：市民意識調査「観光－楽しくにぎやかなまちへ」から．ひろば北九州，12，(4)

[65]，p11．北九州都市協会：北九州市．<観>

，村上允英(1989)：北九州地域産白亜紀花崗岩類の放射年代に関する2,3の新資料．別府大学紀要

(30)，10-17．別府大学：別府市．<地>

西日本新聞社福岡県航空写真集刊行事務局(1983)： 福岡県航空写真集 ふるさと飛行』平成元『

年版，440p．西日本新聞社：福岡市．<地>

( )： ． ，Nishiyama, Tadao 1989 Kinetics of hydrofracturing and metamorphic veining Geology
， ． ．<地>17 1068-71 The Geological Society of America



[西山忠男：水圧破砕と変成脈形成の動力学．]

野中彰久・西園勝憲(1989a):<洞くつでヒヤリ!? 1～9>．西日本新聞8月22日～31日．西日本新聞

社：福岡市．<地・洞・観>

新海義治(1989)：北九州市で採集されたトンボの報告．わたしたちの自然史，(30)，p21．北九

州自然史友の会：北九州市．<生>

佐藤恵和(1989)：北九州市の観光行政－その現状と展望．ひろば北九州，12，(4)，[65]，6-9．

北九州都市協会：北九州市．<観>

，沢田 勇(1989)：条虫相からみたヒナラコウモリ科コウモリの分布について．奈良産業大学紀要

5，161-78．<生・洞>

染谷 孝(1989)：コウモリグアノの微生物学的性状，特に日和見感染性真菌の分布-健康な洞窟探

，検，観光洞管理のための提案-．秋吉台ケイブフェスティバル1989学術講演会一般講演要旨集

6-7．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<生・洞>

曾塚 孝(1989a)：平尾台で発見された煙突状の黄鉄鉱脈．わたしたちの自然史，(31)，1-2．北

九州自然史友の会：北九州市．<地>

曾塚 孝(1989b)：天然記念物福岡県平尾台青龍窟の発達史に関する洞窟学的研究(中間報告)．秋

吉台ケイブフェスティバル 1989学術講演会一般講演要旨集，26-27．日本洞窟学会：山口県

秋芳町．<地・洞>

高倉康男(1989)：北九州で採集した甲虫 平尾台 『福岡県の甲虫相 ，417-28．葦書房：福岡． 』

市．<生>

浦田健作(1989)：平尾台の地下水系(2)-ケイブシステムをなす地下水系-．秋吉台ケイブフェス

ティバル1989 学術講演会一般講演要旨集，24-25．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・水・

洞>

【関連】

畑中健一(1989)：貫川遺跡第一次第５地点の花粉分析結果概要．北九州市埋蔵文化財調査報告書，

第85集，｢貫川遺跡２｣，221-26．北九州市教育文化事業団：北九州市．<地・古>

村上允英・飯石一明・今岡照喜(1989)：北九州刈田地区の白亜紀平尾花崗岩接触帯におけるスカ

ルン鉱物とその産状．山口大学教養部紀要(自然科学)，23，29-41．山口大学：山口市．

<地>

小原浄之介・富田宰臣・浦田英夫・岡部 実(1989)：北九州市上津役地域の福智山断層．九州大

学理学部研究報告(地質学)，16，27-35．九州大学理学部：福岡市．<地>

土田晶子(1989)：香春岳登頂記．ひろば北九州，12，(1)，[62]，p3．北九州都市協会：北九州

市．<観>

渡辺満久(1989)：九州北部において新たに見いだされた活断層 -小倉東断層-．活断層研究，7，

93-97．活断層研究会：東京都．<地>

，よしおかしげお(吉岡重夫)(1989)：ふるさと童話 石になった梅の花．ひろば北九州，12，(2)

[63]，p58．北九州都市協会：北九州市．文>

<1990年>

橋元浩一(1990)：北九州市のカエル類．わたしたちの自然史，(35)，14-18．北九州自然史友の

会：北九州市．<生>

井上 優(1990)：平尾台 『レッツ・ハイク 福岡県100コース ，114-17．西日本新聞社：福岡市．． 』



<環・観>

井沢英二・唐木田芳文・島田允堯・高橋正好(1990)：高ストロンチウム花崗岩類は厚い地殻の指

標となるか‐北九州花崗岩類を例として‐．月刊地球， ，( )， ．海洋出版：東京都．12 7 435-39
<地>

Kanmera, Kametoshi, Hiroyoshi Sano & Yukio Isozaki 1990 Akiyoshi Terrane Ichikawa,( )： ．

Pre-CretaceousKoichiro, Shinjiro Mizutani, Ikuo Hara, Shigeki Hada and Akio Yao eds.『
terranes of Japan. publication of IGCP Project No.224:Pre-Jurassic evolution of Eastern

， ． ： ．<地>Asia』 49-62 IGCP Project No.224 Osaka
[勘米良亀齢・佐野弘好・磯崎行雄：秋吉テレーン．市川浩一郎・水谷伸治郎・原 郁夫・波田

重熙・八尾 昭編『日本の白亜紀以前のテレーン．IGCPプロジェクトNo.224：東アジアの白亜

紀以前の進化』]

北九州市教育委員会編(1990)： 北九州市の文化財 ，127p．北九州市教育委員会：北九州市．<『 』

地・環>

北九州史跡同好会(1982)： 北九州の史跡探訪(知的なレジャーのために) ，[増補改訂版]，225『 』

p．福岡自費出版センター：北九州市．<地・洞・歴・人・観>

・沢村敏雄：尻ふり祭．p88．

・沢村敏雄：平尾台．89-90．

・沢村敏雄：お糸池地蔵．p90．

・加藤芳人：千仏鍾乳洞．p92．

北九州市立自然史博物館編(1990)：平尾台 『北九州自然ガイドブック -生物編- ，10-12．北． 』

九州市立自然史博物館：北九州市．<地・生>

前田伸一(1990)：平尾台の自然破壊と保護・利用．紫川，2，(2)，[6]．紫川を愛する会：北九

州市．<保・教>

三浦 肇(1990)：溶食地形（カルスト地形 ．佐藤 久・町田 洋編『総観地理学講座6 地形学 ，） 』

64-75．朝倉書店：東京都．<地>

三浦 肇編(1990)： 平成元年度科学研究費補助金(一般研究Ｂ)研究成果報告書 環境年代法によ『

るカルスト地形の侵食に関する比較地形学的研究(課題番号62450086) ．61p．三浦 肇：山口』

市．<地>

新海義治(1990a)：北九州市内のムカシトンボの採集報告．わたしたちの自然史，(33)，p20．北

九州自然史友の会：北九州市．<生>

新海義治(1990b)：平尾台のハッチョウトンボ．わたしたちの自然史，(34)，p23．北九州自然史

友の会：北九州市．<生>

坂本正行(1990)：呼野金山．ひろば北九州，13，(1)，[68]，40-43．北九州都市協会：北九州市．

<地・歴>

田畑郁夫(1990)：北九州市に棲息するサナエトンボ科(トンボ目)についての知見．わたしたちの

自然史，(33)，1-3．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

上田恭一郎(1990)：ルリハダホソクロバの採集記録．わたしたちの自然史，(34)，p23．北九州

自然史友の会：北九州市．<生>

馬渡博親(1990)：わがまち 市丸(小倉南)．ひろば北九州，13，(5)，[72]，42-43．北九州都市

協会：北九州市．<人・歴>

山本公一(1990)：呼野金山あれこれ．ひろば北九州，13，(5)，[72]，p43．北九州都市協会：北

九州市．<地・歴>



米津三郎編(1990)： 読む絵巻 小倉 ，540p．海鳥社制作，(株)井筒屋発行：北九州市．『 』

・米津三郎：山と川と気象．4-6．<地>

・中村修身：動物化石の宝庫・平尾台．p14．<地・古>

【関連】

千田 昇(1990)：九州における活断層ストリップマップの試作-小倉東断層，水縄断層系の例-．

活断層研究，(8)，105-13．活断層研究会：東京都．<地>

井上 優(1990)： 物語ハイク・北部九州 100山 120話 ，261ｐ．西日本新聞社：福岡市．『 』

＊1987年4月～1989年3月に西日本スポーツ新聞に連載された｢物語ハイク｣(福岡県の部)80回分

を補筆．

祝原道衛(1990)：オオサンショウウオと福岡県における私の記憶．わたしたちの自然史，(34)，

6-9．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

北九州市教育委員会編(1990)：県指定天然記念物 梅化石岩層 附梅化石大形置物１個 『北九．

州市の文化財 ，p60．北九州市教育委員会：北九州市．<地・環>』

水無鍾乳洞調査団(1990a)： 水無鍾乳洞調査報告 ，43p，4pl，8fg．水無鍾乳洞調査団・前原『 』

町：福岡市．<地・生・水・洞・保・観>

水無鍾乳洞調査団(1990b)： 水無鍾乳洞調査報告 ，21p．水無鍾乳洞調査団・前原町：福岡市．『 』

<地・生・水・洞・保・観>

中武靜代(1982)：梅花石．北九州史跡同好会『北九州の史跡探訪(知的なレジャーのために) ，』

[増補改訂版]，11-12．福岡自費出版センター：北九州市．<地・観>

富田宰臣・石橋 毅(1990)：北部九州炭田古第三系の地質と化石(概説)．九州大学理学部研究報

告(地質学)，16，(2)，99-142，11pl．九州大学理学部：福岡市．<地・古>

<1991年>

畑中健一(1991)：表紙説明 ノヒメユリ．わたしたちの自然史，(38)，表2．北九州自然史友の

会：北九州市．<生>

神野展光監修，福岡植物友の会編(1991)： カラーガイド福岡県の植物 ，307p．葦書房：福岡『 』

市．<生>

，加瀬田昭生(1991)：小倉市長濱田良祐 文書館記録に見るその事蹟③．ひろば北九州，14，(5)

[78]，22-23．北九州都市協会：北九州市．<観・利>

北九州ミズ21委員会(1991)：夢と冒険，ロマンあふれる里づくり 『第2期「北九州ミズ21委員．

会」報告書 ，78-79．北九州ミズ21委員会：北九州市．<人・自>』

北九州市立自然史博物館編(1991)：平尾台．北九州市立自然史博物館編『北九州自然ガイドブッ

ク -地学編- ，15-24．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・生>』

野島 満編(1991)：平尾台 『北九州市の公園 -緑と憩いの空間- ，24-25．北九州市企画局企画． 』

課・北九州都市協会：北九州市．<環・観>

大野睦子(1991)：お糸池に産するガシャモクとインバモ．(第７回自然史友の会研究発表会講演

要旨)．わたしたちの自然史，(38)，p18．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

瀬川夏太郎・植山光朗・古荘智子(1991)： おもしろ地名北九州事典 ，247p．小倉タイムス：『 』

北九州市．<人>

新海義治(1991)：表紙説明 ムカシトンボ．わたしたちの自然史，(36)，表2．北九州自然史友

の会：北九州市．<生>



内山隆史(1991)：秋吉台及び平尾台におけるカレンの溶食くびれについて．三浦 肇編『秋吉台

カルストの地理 ，57-69．三浦 肇教授退官記念事業会：山口市．<地>』

＊1990年山口大学教育学部卒業論文．

浦田健作(1991)：平尾台の地下水系(3)目白洞-不動洞水系と千仏洞水系における流路争奪．日本

洞窟学会第17回大会予稿集，13-14．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

山口大学洞穴研究会創立30周年記念誌編集委員会(1991)： 山口大学洞穴研究会創立30周年記念『

誌 ，263＋4p，4pl．帰水会：山口市．<洞>』

・山口大学洞穴研究会創立30周年記念誌編集委員会：山口大学洞穴研究会30年史－山大洞研30

年の歩みと我国ケイビング界の歴史－．15-82．

・松尾征二：初期の洞窟調査．86-93．

全 亜栄・ラジュ T. ルドララジュ・林 正雄(1991)：福岡市行橋市及び周辺部に分布する白亜紀

花崗岩類中のジルコンの結晶形態．岩鉱，86，531-39．日本岩石鉱物鉱床学会：仙台市．<地

>

<1992年>

荒井秋晴・伊澤雅子・小野勇一(1992)：山田緑地の哺乳類．開館 周年記念出版物編集委員会10
編『山田緑地の自然』北九州市立自然史博物館自然史資料，(2)，223-44．北九州市立自然史

博物館：北九州市．

<生>

( )： ， ．Fujita, Tetsuya 1992 The mystery of severe storms. WRL Research Paper 239, 298pp
： <地・洞>University of Chicago Chicago, USA.

日高秀夫編(1992)： 都市に清流を 紫川学事始 ，387p．紫川を愛する会：北九州市．『 』

・前田伸一：平尾台の自然破壊と保護・利用．145-53．<保・教>

・前田一明：平尾台でカンコロジーをした．291-97．<保・教>

入江照雄(1992)：九州の洞窟と洞窟産動物．洞窟環境の生物学的研究．宮嶋クリエイト，(4)，3

3‐68．宮嶋利治学術財団．<洞・生>

＊入江照雄(1997)に収録．

井澤英二(1992)：九州・沖縄の天然記念物．地質ニュース，(454)，32-43．通商産業省工業技術

院地質調査所：つくば市．<地・環>

香春町郷土史会編(1992)： 香春町歴史探訪』(史跡ガイドブック)．郷土史誌かわら，[36-37]．『

香春町教育委員会：福岡県香春町．<地・鉱・人・歴・文・教・観>

溝田智俊・下山正一・窪田正和・竹村恵二・磯 望・小林 茂(1992)：北部九州の緩斜面上に発達

する風成塵起源の細粒質土層．第四紀研究，31，(2)，101-11．日本第四紀学会：東京都．<

地>

日本の地質九州地方編集委員会編(1992)： 日本の地質 9 九州地方 ，371p．共立出版：東京都．『 』

<地・古>

浦田健作(1992MS)： 平成3年度広島大学大学院生物圏科学研究科修士論文：カルスト地形の形『

成とそれに関わる地質構造の影響-平尾台の例 ，51p．広島大学大学院：広島市．<地・水・』

洞>

Urata, Kensaku 1992 A Study of the Relationship between Karst Landforms and( )：

Project 299 ofGeological Structure in Hiaodai Plateau, Japan Gillieson David Ed.． ， 『

p15 Department ofI.G.C.P. Field Symposium in Australia Programme and Abstracts： 』， ．



， ， ：Geography and Oceanography University College University of New South Wales
， ．<地・水・洞>Canberra Australia

[浦田健作：平尾台におけるカルスト地形と地質構造の関係．デヴィッド・ギリーソン編『I.

G.C.P.プロジェクト299，オーストラリア・フィールド・シンポジウム：プログラムと要旨

集』ニューサウスウェールズ大学地理海洋学科：キャンベラ，オーストラリア]

米津三郎監修；中村修身・有川宜博・松崎範子・合力理可夫(1992)： 北九州の100万年 ，230+『 』

37p．海鳥社：福岡市．<地・人・歴>

・中村修身：動物化石の宝庫・平尾台．6-7．

・中村修身：旧石器時代の人骨化石．p8．

・松崎範子：呼野金山．121-24．

【関連】

五十嵐賢(1992)：古処山．山と渓谷社編『九州百名山 ，p16．山と渓谷社：東京都．<地・』

観>

松本徰夫(1992)：北部九州および下関市産玄武岩類のK-Ar年代と主化学成分．松本徰夫記念論文

集．<地>

中村修身(1992)：松ヶ枝にあった洞窟．米津三郎監修；中村修身・有川宜博・松崎範子・合力理

可夫： 北九州の100万年 ，5-6．海鳥社：福岡市．<地・人>『 』

岡崎美彦(1992)：資料：シカマイア．わたしたちの自然史，(42)，p10．北九州自然史友の会：

北九州市．<地・古>

竹下 壽・藤井厚志(1992)：山田緑地の地質．開館 周年記念出版物編集委員会編『山田緑地10
の自然』北九州市立自然史博物館自然史資料，( )，3-23，1pl．北九州市立自然史博物館：2
北九州市．<地>

吉川 満(1992)： 福岡・佐賀県の山歩き ，326p．葦書房：福岡市．<観>『 』

．百合野俊彦(1992)：津村島から大型貝化石シカマイアを発見．わたしたちの自然史，(42)，8-9

北九州自然史友の会：北九州市．<地・古>

<1993年>

北條 豊(1993)：平尾台における石灰洞群形成に関する考察．法政大学文学部地理学科平成4年度

卒業論文要旨集，I 自然地理，11-12．法政大学文学部地理学教室：東京都．<地・洞>

福岡県編(1993)：24 平尾台 北九州市小倉南区・京都郡苅田町・勝山町・田川郡香春町．福岡

県編『福岡県文化百選 2 名勝・景観編 ，174-75．西日本新聞社：福岡市．<地・ 観>』

石川昭子(1993)：北九州の植物(31) コバノトンボソウ．わたしたちの自然史，(46)，p21．北九

州自然史友の会：北九州市．<生>

長嶺正秀編(1993)： 等覚寺の松会 ，109p．苅田町・苅田町教育委員会：福岡県苅田町．<歴・『 』

人・洞・観>

苅田町企画課広報広聴係編(1993a)：青龍窟の学術調査始まる．三年計画で等覚寺修験道遺跡群

を調査．広報かんだ 11月10日号，(860)，p3．苅田町：福岡県苅田町．<歴・人・洞>

苅田町企画課広報広聴係編(1993b)：青龍窟の洞窟を探検．広報かんだ 11月10日号，(860)，p3．

苅田町：福岡県苅田町．<洞・観>

苅田町企画課広報広聴係編(1993c)：ものがたりのある風景③青龍窟と豊玉姫．広報かんだ11月1

0日号，(860)，p3 ：苅田町．<歴・人・洞>．



北九州ミズ21委員会(1993)：自然を活かしたふれあい高原に 『第3期「北九州ミズ21委員会」．

報告 輝く未来へ ，90-96，1fg．北九州ミズ21委員会：北九州市．<人・自・観>』

久保和也・松浦浩久・尾崎正紀・牧本 博・星住英夫・鎌田耕太郎(1993)： 20万分の１地質図『

幅「福岡 ．通商産業省工業技術院地質調査所：つくば市．<地>」』

前田伸一・浦田健作(1993)：カルスト台地の自然破壊と保護活動．日本洞窟学会第19回大会講演

要旨，17-18．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・人・環・観>

森永恭典(1993)：平尾台・貫山・大平山 『登山マップ１（九州北部編 ，10-13．編集室樹林． ）』

帯：福岡市．<観>

佐竹久雄(1993)：北九州の水晶山．山本正之・大久保正紀・真名子清信編『福岡石の会創立60周

年記念誌 ，77-79．福岡石の会：福岡市．<地>』

染谷 孝(1993)：日本各地の洞窟産コウモリグアノからの病原微生物の検出．日本洞窟学会第19

回大会講演要旨，22-23．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<生・洞>

高尾輝男(1993)：平尾台．帆柱自然公園愛護会編『北九州の山と自然 ，69-75．海鳥社：福岡』

市．<環・観>

時田房恵(1993)：オオキツネノカミソリ報告．わたしたちの自然史，(43)，p20．北九州自然史

友の会：北九州市．<生>

Annals ofUéno, Shun-Ichi 1993 A bibliography of the biospeleology of Japan 1916-1992.( )：

, 11-Supplement , 1-179. Speleologicalthe Speleological Research Institute of Japan ( )

： 〈生・洞〉Research Institute of Japan Iwaizumi-cho, Iwate Prefecture.
，[上野俊一：1916年から1992年までの日本の洞窟生物学文献目録．日本洞穴学研究所研究報告

11．日本洞穴学研究所：岩泉町]

浦田健作・染谷 孝・飛鷹和久・平野美和子・垣内秀昭・東 禎亮・網永隆司(1993)：洞窟微気象

を応用した煙追跡の試み．日本洞窟学会第19回大会講演要旨，p24．日本洞窟学会：山口県秋

芳町．<地・気・洞>

浦田健作(1993a)：洞窟ワンダーランド-平尾台鍾乳洞をゆく(1)-(15)．西日本新聞夕刊5月17日-

6月16日．西日本新聞社：福岡市．<地・洞・水・観・保・利>

浦田健作(1993b)：平尾台の地質と地形と地下水系．日本洞窟学会第19回大会講演要旨，15-16．

日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

浦田健作(1993c)：カルスト地形形成における地質構造の影響-九州北部平尾台の例．日本地理学

会予稿集，44，176-177．日本地理学会：東京都．<地・水・洞>

渡辺隆人(1993)： 福岡石の会】ができたころ．山本正之・大久保正紀・真名子清信編『福岡石【

の会創立60周年記念誌 ，11-15．福岡石の会：福岡市．<地>』

【関連】

鮎沢 潤・藤井厚志(1993a)：北九州市小倉南区の花崗岩洞窟で発見された非晶質洞窟生成物．日

本洞窟学会第19回大会講演要旨，p10．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地>

鮎沢 潤・藤井厚志(1993b)：北九州市小倉南区の花崗岩洞窟で発見された非晶質洞窟生成物．洞

窟学雑誌，18，11-16．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地>

荒井秋晴・川上希代子(1993)：ネズミはねずみ算式に増えるか？(上)．わたしたちの自然史，(4

3)，5-7．(44)，8-11．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

藤井厚志(1993)：自然史の窓(81)長野の岩塊と洞窟．ひろば北九州，16，(5)，[90]，p12．北九



州都市協会：北九州市．<地・銅>

鎌田浩毅・小玉一人(1993)：火山構造性陥没地としての豊肥火山地域とその形成テクトニクス．

地質学論集，(41) 『中部九州後期新生代の地溝 ，129-48．日本地質学会：東京都．<地>， 』

木戸道男(1993)：｢九重‐別府地溝｣北西縁部の地質構造形成史．地質学論集，(41) 『中部九州，

後期新生代の地溝 ，107-27．日本地質学会：東京都．<地>』

森永恭典(1993)： 登山マップ１（九州北部編 ，160p．編集室樹林帯：福岡市．<観>『 ）』

永尾正剛(1993)：中村平左衛門日記 幕末小倉藩大庄屋の記録、全巻刊行．ひろば北九州，16，

(5)，[90]，36-38．北九州都市協会：北九州市．<歴>

＊『中村平左衛門日記』北九州市立歴史博物館(1982～93)．

．柳瀬 晶・磯﨑行雄(1993)：九州北部企救半島のペルム紀付加帯の岩相・層序および放散虫年代

地質学雑誌，99，(4)，285-88．日本地質学会：東京都．<地・古>

百合野俊彦(1993)：門司区津村島の地質とシカマイアの発見について(第9 回北九州自然史友の

会研究発表会講演要旨)．わたしたちの自然史，(45)，p18．北九州自然史友の会：北九州市．

<地・古>

<1994年>

赤木祥彦(1994)：福岡県平尾台のカルスト地形．小泉武栄・青木賢人編『日本の地形レッドデー

タブック第1集－危機にある地形 ，p191．古今書院：東京都．<地・保>』

馬場 稔(1994)：ムササビについて．わたしたちの自然史，(48)，5-7．北九州自然史友の会：北

九州市．<生>

藤井厚志(1994)：昔，ゾウがいた台地．自然の宝庫平尾台(1) 国内有数のカルスト台地．西日本

新聞4月17日．西日本新聞社：福岡市．<地･洞>

福岡県環境整備局環境保全課(1994)： 自然のままに -カルスト台地平尾台の自然を守ろう- ，『 』

10p．福岡県環境整備局環境保全課：福岡市．<地・生・保>

飛鷹和久(1994)：昔，ゾウがいた台地．MYわーるど平尾台(7)-(8)．西日本新聞7月3日，17日，3

1日．西日本新聞社：福岡市．<洞>

飛鷹和久編(1994)：カマネコ探検隊報告書，1 ［第3版]，126p．カマネコ探検隊：北九州市．<，

地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸(1994a)：カマネコ探検隊報告書，5，240p．カマネコ

探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸(1994b)：カマネコ探検隊報告書，6，224p．カマネコ

探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸(1994c)：カマネコ探検隊報告書，7，220p．カマネコ

探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸(1994d)：カマネコ探検隊報告書，8，220p．カマネコ

探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸(1994e)：カマネコ探検隊報告書，9，183p．カマネコ

探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

飛鷹和久・浦田健作・木村洋紀・中村喜幸・山中朋子・佐野健吾・松尾千香(1994)：カマネコ探

検隊報告書，10，194p．カマネコ探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

細野 衛(1994)：土壌の分布と種類．地学団体研究会『新版地学教育講座』編集委員会編『新版

地学教育講座9 地表環境の地学‐地形と土壌 ，148-69．<地>』



＊｢秋吉台や平尾台の石灰岩上には赤い土があり，かつてはテラロッサとされたが塩基類に乏

しく酸性であるため，現在は赤色土と考えられている．｣(p163)

五十嵐賢・日野和道(1994)： 分県登山ガイド39 福岡県の山 ，112p．山と渓谷社：東京都．<『 』

観>

石井邦宙・下山正一・松田時彦(1994)：行橋平野の最終間氷期と完新世の旧汀線高度．九州大学

理学部研究報告地球惑星科学，18，(2)，157-74．１pl．九州大学理学部：福岡市．<地>

井沢英二・唐木田芳文・島田允堯・高橋正好(1994)：北部九州花崗岩類の化学組成の特徴．西南

学院大学児童教育学論集，20，21-54．西南学院大学：福岡市．<地>

カマネコ探検隊報告書編集委員会編(1994a)：カマネコ探検隊報告書，2 ［第2版 ，134p．カマ， ］

ネコ探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

カマネコ探検隊報告書編集委員会編(1994b)：カマネコ探検隊報告書，3 ［第2版 ，178p．カマ， ］

ネコ探検隊：北九州市．<地・洞・保・観>

カマネコ探検隊報告書編集委員会編(1994c)：カマネコ探検隊報告書，4，182p．カマネコ探検

隊：北九州市．<地・洞・保・観>

『 』， ］．苅田町社会教育課文化係・苅田町歴史資料館(1994)： ウォーキングマップかんだ ［改訂版

25p．苅田町社会教育課文化係・苅田町歴史資料館：福岡県苅田町．<地・古・生・人・保・

観>

川崎 実(1994)：昔，ゾウがいた台地．MYわーるど平尾台(4)-(6)．西日本新聞6月12日，19日，2

6日．西日本新聞社：福岡市．<生>

北九州自然史友の会(1994)：春の企画展｢自然の宝庫 平尾台－その昔，平尾台にはゾウが…－｣

を行ないました．わたしたちの自然史，(49)，p8．北九州自然史友の会：北九州市．<教>

＊1994年4月24日～5月15日，自然史博物館共催．6,606名．

，前田伸一(1994)：昔，ゾウがいた台地．MYわーるど平尾台(11)-(13)．西日本新聞9月4日，11日

18日．西日本新聞社：福岡市．<洞・保>

牧野 均(1994)：昔，ゾウがいた台地．MYわーるど平尾台(1)-(3)．西日本新聞5月22日，29日，6

月5日．西日本新聞社：福岡市．<生>

真鍋 徹(1994)：昔，ゾウがいた台地．自然の宝庫平尾台(2) 野焼きが“育てる”二次草原．西

日本新聞4月24日．西日本新聞社：福岡市．<生>

森 鴎外(1994)： 小倉日記 ．250p．北九州森鴎外記念会：北九州．<地・歴>『 』

内藤和明・真鍋 徹(1994)：カルスト台地平尾台の半自然草地．わたしたちの自然史，(49)，4-5．

北九州自然史友の会：北九州市．<生・遷>

岡本 透(1994MS)： 平成5年度東京都立大学大学院理学研究科地理学専攻修士論文：カルスト地『

域における地表地形の発達-石灰岩の溶食に対する風化帯と土壌の役割に関する研究- ．46p，』

31pl．東京都立大学大学院：東京都．<地・水・洞>

岡崎美彦(1994)：昔，ゾウがいた台地．自然の宝庫平尾台(3) 鍾乳洞から動物の化石．西日本新

聞5月1日．西日本新聞社：福岡市．<地・古・洞>

澤田 勇(1994)：日本のコウモリ洞総覧．自然誌研究雑誌，(2-4)，53-80．<生・洞>

田郷利雄監修(1994)：大陸から渡来した先祖．田郷利雄監修『北九州の歴史 ，2-3．北九州市』

教育委員会：北九州市．<歴>

武石全慈(1994)：昔，ゾウがいた台地．自然の宝庫平尾台(5) 鳥たちのシンフォニー．西日本新

聞5月15日．西日本新聞社：福岡市．<生>

時田房恵(1994)：福岡県新産のキビシロタンポポについて(第10回北九州自然史友の会研究発表



会講演要旨)．わたしたちの自然史，(49)，p10．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

上田恭一郎(1994)：昔，ゾウがいた台地．自然の宝庫平尾台(4) 貴重な昆虫種多く存在．西日本

新聞5月8日．西日本新聞社：福岡市．<生>

浦田健作(1994)：平尾台の地質，地形，水文 『`94冬 炭酸塩コロキウム・イン・秋吉巡検案内．

書 ，30-40．炭酸塩コロキウム：東京都．<地・水・洞>』

【関連】

足利武三・井上 優(1994)：沁泉・水祖宮 『九州の名水100選 ，68-70．西日本新聞社：福岡市．． 』

<水・観>

畑中健一(1994)：貫川(北九州市小倉南区)川床から検出された植物遺体と花粉化石．わたしたち

の自然史，(50)，10-13．北九州自然史友の会：北九州市．<地・古>

苅田町社会教育課文化係・苅田町歴史資料館企画(1994)： ウォーキングマップかんだ ，[改訂『 』

版]，25p．苅田町社会教育課文化係・苅田町歴史資料館：福岡県苅田町．<地・生・洞・歴・

保・観>

中江 訓(1994)：北九州・企救半島のペルム紀付加コンプレックスの広域逆転構造．日本地質学

会第101年大会講演要旨集，p58 ：．<地>．

西日本新聞社編(1995)： 福岡県文化百選 ７水編 ，210p．福岡県県民生活局生活文化課：福『 』

岡市．<水・洞・歴・観>

<1995年>

藤井厚志(1995)：表紙説明 日本式双晶(水晶)．わたしたちの自然史，(54)，表2．北九州自然史

友の会：北九州市．<地>

福岡県保健環境研究所(1995)： 北九州国定公園公園計画再検討及び筑豊県立自然公園公園計画『

策定に伴う植生調査結果報告書 ，64p．福岡県保健環境研究所：太宰府市．<生・保>』

＊1994年8月～10月，広谷・塔ヶ峰・龍ヶ鼻で植生調査．調査担当者：環境生物課，須田隆一

(主任技師)・笹尾敦子(専門研究員)．

堀口萬吉(1995)：洞くつ卒業大巡検．堀口萬吉先生記念文集編集委員会編『温故知新 ，78-80．』

堀口萬吉先生記念文集編集委員会：浦和市．<地・洞>

カマネコ探検隊(1995a)：平尾台・千仏鍾乳洞で新支洞発見．ケイビングジャーナル，4，p61．

ケイビングジャーナル編集部：東京都．<地・洞>

カマネコ探検隊(1995b)：平尾台テーマパーク構想第3セクター方式で合意．ケイビングジャーナ

ル，4，p61．ケイビングジャーナル編集部：東京都．<土・環・観>

カマネコ探検隊(1995c)：平尾台のドリーネでコンサート．ケイビングジャーナル，4，p61．ケ

イビングジャーナル編集部：東京都．<観>

苅田町企画課広報広聴係編(1995a)：眠りから覚めた「タイムカプセル ．青龍窟・ナウマン支」

洞で本格的学術調査を実施．広報かんだ 9月10日号，(902)，p1．苅田町：福岡県苅田町．<

地・古・歴・洞>

＊8月1日から約1ヶ月間実施．

苅田町企画課広報広聴係編(1995b)：さよなら1995 町の十大ニュース．８位ナウマン支洞で学

術調査．広報かんだ 12月25日号，(909)，p2．苅田町：福岡県苅田町．<地・古・歴・洞>

勘米良亀齢(1995a)：石灰岩地域の語る台地の歴史―秋吉・阿哲・帝釈．中村和郎・安藤久次・

宮田賢二・堀信行・海津正倫・新見治編『日本の自然 地域編6 中国四国 ，55-78．岩波書』



店：東京都．<地>

勘米良亀齢(1995b)：石炭と小乾燥季と大都市 - 北九州・福岡．内嶋善兵衛ほか編『日本の自然

地域編７ 九州 ，71-75．岩波書店：東京都．<地>』

鹿島愛彦(1995)： すねぐろの洞穴行脚 ，194p．鹿島愛彦：松山市．<地・洞>『 』

Kazz early(飛鷹和久)(1995)：ケイビング団体紹介 カマネコ探検隊．ケイビングジャーナル，

95，p27．ケイビングジャーナル編集室：東京都．<銅>summer
北九州市教育委員会編(1995)： 北九州市埋蔵文化財分布地図(小倉南区) ，55ｐ．北九州市教『 』

育委員会：北九州市．<歴>

九州支局(1995)：平尾台の会による龍ヶ鼻地域の植生調査実施．ケイビングジャーナル，(Early

Spring 95)，p5．近藤純夫：東京都．<洞>

ケイビングジャーナル編集部(1995)：94冬・炭酸塩コロキウム・イン・秋吉．ケイビングジャー

ナル， 95，p5．ケイビングジャーナル編集室：東京都．<地>Early summer
近藤純夫編：日本の観光洞 『ケイビング 入門とガイド ，244-45．山と渓谷社：東京都．． 』

<洞・観・保>

真鍋 徹(1995)：表紙説明 モウセンゴケ．わたしたちの自然史，(53)，表2．北九州自然史友の

会：北九州市．<地>

内藤陸奥雄・沼田 眞・渡辺景隆・畑正憲監修(1995)： 日本の天然記念物 ，1101p．講談社：『 』

東京都．<地・洞>

・太田正道・藤井厚志：平尾台．p911，p913．青龍窟．p914，p916．千仏鍾乳洞，p915，p917．

日本洞窟協会(1995)：日本洞窟協会のあゆみ．洞人，10，(4)，125-38．日本洞窟協会：山口県

秋芳町．<洞>

大阪支局(1995)：青龍窟調査．ケイビングジャーナル，(Early Spring 95)，p4．近藤純夫：東

京都．<洞>

岡本 透(1995)：秋吉台の土はどこからきたのか？－秋吉台の土に含まれる火山灰－．山口ケイ

ビングクラブ会報，(30)，24-27．山口ケイビングクラブ：山口県秋芳町．<地・銅>

時田房恵(1995)：クロヤツシロランについて．わたしたちの自然史，(51)，14-15．北九州自然

史友の会：北九州市．<生>

浦田健作(1995)：平尾台，こむそう穴の洞窟形態．日本洞窟学会第21回大会講演要旨，17-18．

日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(1995a)：平尾台，青龍窟ケイブシステムが示す地下水環境の変遷．日本地理学会予稿

集，48，258-59．日本地理学会：東京都．<地・水・洞>

浦田健作(1995b)：埋積されたバドースケイブにおけるパラジェネティック形態-平尾台，千佛鍾

乳洞の例-．日本洞窟学会第21回大会講演要旨，13-14．日本洞窟学会：山口県秋芳町．

<地・洞>

浦田健作(1995c)：色素追跡による平尾台カルスト排水系の研究．日本地質学会第102年学術大会

講演要旨，p118．日本地質学会：東京都．<地・水・洞>

early summer浦田健作(1995d)：カマネコ・ケイビング・パーティ 95 ケイビングジャーナル‘ ． ，

95，p43．ケイビングジャーナル編集室：東京都．<洞>

浦田健作(1995e)：平尾台・青龍窟調査95夏．ケイビングジャーナル，4，p5．ケイビングジャー

ナル編集部：東京都．<地・古・歴・水・洞>

浦田健作(1995f)：石灰岩の洞窟．近藤純夫編『ケイビング 入門とガイド ，14-20．山と渓谷』

社：東京都．<地・洞>



浦田健作(1995g)：不動洞．近藤純夫編『ケイビング 入門とガイド ，224-25．山と渓谷社：東』

京都．<地・洞・保>

浦田健作(1995h)：こむそう穴．近藤純夫編『ケイビング 入門とガイド ，226-27．山と渓谷』

社：東京都．<地・洞・環>

米津三郎(1995)：北九州の金山開発 『小倉藩史余滴 ，14-20．海鳥社：福岡市．<地・鉱・． 』

開・歴>

無記名(水島明夫)(1995)：洞窟ガイド(2) 日本のカルスト，日本の洞窟．ケイビングジャーナル，

( 95)，9-12．近藤純夫：東京都．<洞>Early Spring

【関連】

長野岩海調査会編(1995)： 北九州市文化財調査報告書第67集 北九州市小倉南区長野の岩海と『

花崗岩洞窟-学術報告書- ，58p．北九州市教育委員会文化部：北九州市．』

・太田正道：北九州市小倉南区長野の岩海と花崗岩洞窟の自然特性．p1．<地・生>

・唐木田芳文・太田正道・藤井厚志・吉村和久：長野の岩海地域の平尾花崗閃緑岩．2-12．<

地>

・藤井厚志・山口大学洞穴研究会：長野の岩海と花崗岩洞窟．13-33．<地>

・鮎沢 潤・吉村和久：長野の岩海地域の洞窟生成物．34-39．<地>

・吉村和久・鮎沢 潤・藤井厚志：長野の岩海における物質循環と風化．40-52．<地>

・庫本 正・増原啓一：長野の岩海中の洞窟群における洞窟性動物．53-57．<地・生>

浦田健作(1995a)：水無鍾乳洞．近藤純夫編『ケイビング 入門とガイド ，222-23．山と渓谷』

社：東京都．<洞>

浦田健作(1995b)：北九州市・長野花崗岩洞窟の調査報告書まとまる．ケイビングジャーナル，4，

4-5．ケイビングジャーナル編集部：東京都．<地・洞>

百合野俊彦・平野国臣(1995)：小倉地区の火山灰層について(北九州自然史友の会第11回研究発

表会講演要旨)．わたしたちの自然史，(53)，p20．北九州自然史友の会：北九州市．<地>

吉村和久・鮎沢 潤・浦田健作・藤井厚志(1995):北九州市門司鉱山から産する二次生成鉱物の成

因（演旨 ．日本地球化学会年会講演要旨集，p235．日本地球化学会：東京都．<地・洞>）

<1996年>

明石智典(1996MS)： 環境指標としての淡水性炭酸塩堆積物(トゥファ)に関する研究 ，九州大『 』

学理学部化学科平成８年度卒業論文，24p．九州大学理学部：福岡市．<地・水>

秋庭隆編(1996)： 日本地名大百科 ランドジャポニカ ，1327p．小学館：東京都．<地>『 』

藤田哲也（藤田碩也編）(1996)： ある気象学者の一生 ，94p．藤田碩也：北九州市．<地・洞>『 』

博多マミークラブ(1996)：千仏鍾乳洞 『子どもとでかける福岡あそび場ガイド ，106-07．丸． 』

善メイツ：東京都．<環・観>

苅田町企画課広報広聴係編(1996a)：発見！太古の子ゾウの化石．青龍窟ナウマン支洞から．広

報かんだ 7月10日号，(921)，1-2．苅田町：福岡県苅田町．<地・古・歴・洞>

苅田町企画課広報広聴係編(1996b)：タイムトンネル青龍窟．広報かんだ 12月10日号，(931)，

6-10．苅田町：福岡県苅田町．<地・古・人・洞>

苅田町企画課広報広聴係編(1996c)：青龍窟を想う人①森下俊治さん(山口・94歳)．広報かんだ



12月10日号，(931)，p9．苅田町：福岡県苅田町．<人・洞>

苅田町企画課広報広聴係編(1996d)：青龍窟を想う人②浦田健作さん(北九州市・38歳)．広報か

んだ 12月10日号，(931)，p10．苅田町：福岡県苅田町． <地・古・洞・環>

．苅田町企画課広報広聴係編(1996e)：さよなら1996年町の10大ニュース②ゾウの幼獣の化石発見

広報かんだ 12月25日号，(932)，p4．苅田町：福岡県苅田町． <古・洞>

苅田町教育委員会編(1996)： 苅田町文化財調査報告書第27集 等覚寺修験道遺跡群調査概報 ，『 』

121p．苅田町教育委員会：福岡県苅田町．<地・古・生・人・歴・水・洞>

・長嶺正秀・植田規容子：歴史的環境．2-8．

・長嶺正秀：等覚寺修験道遺跡群近辺の遺跡．9-11．

・浦田健作：地理的環境．12-13．

・浦田健作：地質的環境．14-16．

・長嶺正秀：調査の経緯．18-19．

・長嶺正秀：調査の組織．20-22．

・長嶺正秀：等覚寺修験道遺跡群の調査(考古学的調査)．24-39，1fg．

・長嶺正秀：等覚寺関係の遺品．40-44．

・長嶺正秀：民俗学的調査．45-54．

・浦田健作：カルスト台地平尾台と青龍窟研究史．56-59．

・浦田健作：広谷-青龍窟地域の地質・地形調査．60-63．

・浦田健作：洞窟調査．64-83．

・吉村和久：平尾台広谷地域の地下水と鍾乳石調査概要報告．84-87．

・真鍋 徹・内藤利明・中石光彦：白山多賀神社における社叢林の組成・構造と更新状況．88-

104．

・長嶺正秀・中川良平：青龍窟ナウマン支洞の調査概略．p105．

・河村善也・中川良平・藤田正勝：青龍窟ナウマン支洞産脊椎動物化石の調査概要報告．106-

18．

・太田正道・長嶺正秀：調査のまとめ．120-21．

唐木田芳文・牧本 博：平尾花崗閃緑岩．地学団体研究会新版地学事典編集委員会編(1996)：

『新版地学事典 ，p1101．平凡社：東京都．<地>』

唐木田芳文：田川変成岩．地学団体研究会新版地学事典編集委員会編(1996)： 新版地学事典 ，『 』

p762．平凡社：東京都．<地>

川口大輔・丸田利之・熊野 孝・武邊勝道・佐野弘好・小平芳裕・染谷 孝・吉村和久(1996)：ト

ゥファとシアノバクテリア．日本洞窟学会第22回学術講演会講演要旨，p27．日本洞窟学会：

山口県秋芳町．<地・生>

ケイビングジャーナル編集部編(浦田健作)(1996a)：平尾台の湧泉、一夜にして枯渇．ケイビン

グジャーナル，1，p10．ケイビングジャーナル：東京都．<水>

ケイビングジャーナル編集部編(浦田健作)(1996b)：平尾台観光開発の第３セクター設立．ケイ

ビングジャーナル，1，p11．ケイビングジャーナル：東京都．<土・環・観>

ケイビングジャーナル編集部水島明夫編(1996)：日本の大洞窟．ケイビングジャーナル，1，30-

32．ケイビングジャーナル：東京都．<洞>

北九州市広報室広報課(1996a)：平尾台に自然を生かした新しい‘遊’空間！ハートランド平尾

台整備基本計画決まる．市政だより きたきゅうしゅう，(818)，2-3．北九州市広報室広報

課：北九州市．<人・観>



，北九州市広報室広報課(1996b)：平尾台と生きる人たち．市政だより きたきゅうしゅう，(818)

5-6．北九州市広報室広報課：北九州市．<人・観>

小平芳裕・染谷 孝(1996)：Tufa形成に関与するCyanobacteriaの定量法の検討．日本洞窟学会第

22回学術講演会講演要旨，p28．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・生>

桃坂 豊(1996)：金辺峠．甲斐素純・前山光則・溝辺浩司・桃坂 豊： 九州の峠 ，242-45．葦『 』

書房：福岡市．<地・歴>

森永恭典(1996)：平尾台・貫山・大平山 『登山マップ１（九州北部編 』改訂版，10-13．編集． ）

室樹林帯：福岡市．<観>

森 鴎外(1996)： 独逸日記 小倉日記 森鴎外全集13 ，510p．ちくま文庫・筑摩書房：東京都．『 』

<地・歴>

本部町立博物館編(1996)：本部半島の特異な地形～山里の円錐カルスト．28p．本部町立博物

館：沖縄県．<地>

無記名(1995a)：わき水一夜にして枯渇．平尾台 神社は困惑．西日本新聞11月24日．西日本新聞

社：福岡市．<水>

無記名(1995b)：平尾台の神社 5日ぶり 寝耳に水!?消えたわき水戻る．西日本新聞11月28日．西

日本新聞社：福岡市．<水>

佐野弘好：呼野層群．地学団体研究会新版地学事典編集委員会編(1996)： 新版地学事典 ，p13『 』

55．平凡社：東京都．<地>

新海義治(1996)：平尾台でヒョウモンチョウの調査．わたしたちの自然史，(58)，p23．北九州

自然史友の会：北九州市．<生>

時田房恵(1996)：北九州の植物(42) キビシロタンポポ．わたしたちの自然史，(58)，p19．北九

州自然史友の会：北九州市．<生>

上田恭一郎(1996)：平尾台でのウラギンスジヒョウモンの記録．わたしたちの自然史，(57)，p2

2．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

浦田健作(1996)：平尾台の1/2500地形図改定．ケイビングジャーナル，2，p4．ケイビングジャ

ーナル：東京都．<地>

漆原和子編『カルスト その環境と人びととのかかわり ．327p．大明堂：東京都．<地>』

・式 正英：日本のカルストと人の影響．14-20． <地・人・水>

・式 正英：日本の土地利用．37-45． <地・人・水>

・漆原和子：日本の石灰岩の分布．102-03．<地>

・鹿島愛彦：日本に分布する石灰岩の地質時代．102-10．<地>

・庫本 正・配川武彦作成，漆原和子編集：日本の洞窟(洞穴)一覧．168-72．<洞>

吉田信啓(1996)： 祭祀遺跡の黙示録-古代岩石芸術(ロックアート)とは何か ，271p＋4pl．中『 』

央アート出版社：東京都．<人・文・歴>

吉村和久・浦田健作・狩野彰宏・井倉洋二・本田幸雅(1996)：西南日本の石灰岩地域に産するト

ゥファ．洞窟学雑誌，20, 19-18．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・生・水・洞>

【関連】

藤井厚志(1996)：間歇冷泉．ケイビングジャーナル，1，38-39．ケイビングジャーナル：東京都．

<水・洞>

藤井厚志(1996MS)： カルスト性間歇冷泉の水理学的解析とその水文地質学的意義：九州大学学『



位請求論文 ，112p．九州大学：福岡市．<地・水・洞>』

合田一道(1996)： 日本の奇祭 ，224p．青弓社：東京．<人>『 』

石橋 毅・富田宰臣(1996)：筑豊田川地域より産出したナウマン象の臼歯化石について．九州大

学理学部研究報告(地球惑星科学科)，19，(2)，164-72．九州大学理学部：福岡市．<地・古>

香月靖晴ほか(1996)： 筑豊を歩く 身近な自然と歴史のハイキング ，197＋2p，8pl．海鳥『 』

社：福岡市．

・綿島一彦：自然豊かな古処山．36-37．<地・生・歴>

・谷口昌司：筑前竹槍一揆の発生地へ．56-57．<洞・歴>

・香月靖晴：綱分八幡宮と関の山．58-59．<地・観>

・花村利彦：糸田町歴史散歩．128-29．<地・水・歴>

・芦馬虎雄：岩屋林道を行く．142-43．<地・洞・歴・人>

・安蘓龍生：岩屋鍾乳洞とロマンスが丘．144-45．<地・洞・観>

・村山利男：香春岳山麓の史跡．150-51．<地・歴>

・村上：香春宿・万葉の里めぐり．152-53．<地・歴>

・熊谷信孝：香春岳の自然観察．154-55．<地・生・鉱>

・熊谷信孝：香春岳に棲むサル．156-57．<地・生>

・村上利男：銅の道を歩く．158-59．<地・鉱・歴>

・熊谷信孝：英彦山・南参道．186-87．<地・歴>

永 恭典(1996)： 登山マップ１（九州北部編 』改訂版，160p．編集室樹林帯：福岡市．『 ）

<観>

・古処山・馬見山・屏山．48-51．

・雷山～井原山．126-29．

大山澄太編(1996)： 山頭火著作集（2）<新装版> ，329p．潮文社：東京都．<文>『 』

．高津茂樹(1996)：小倉東断層とその周辺地形．活断層研究，14，48-59．活断層研究会：東京都

<地・人>

竹下 壽(1996)：津屋崎町渡海岸と新宮町相ノ島の地質．わたしたちの自然史，(56)，1-6．北九

州自然史友の会：北九州市．<地・洞>

百合野俊彦・平野国臣(1996)：門司区津村島の地質(第12回友の会研究発表会講演要旨)．わたし

たちの自然史，(58)，p11．北九州自然史友の会：北九州市．<地・洞>

<1997年>

福岡県環境部環境政策課編(1997)：自然環境の現況と対策 『平成9年版福岡県環境白書 ，126-． 』

44．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

池田末則監修，村石利夫編著(1997)： 日本山岳ルーツ大辞典 ，1142p．竹書房：東京都．『 』

<地>

入江照雄(1997)： 洞窟に魅せられて35年 暗闇に生きる動物たち ，324p．熊本生物研究所：『 』

熊本市．<洞・生>

北九州昆虫研究会・新海義治(1997)：北九州市でのツマキチョウの調査．わたしたちの自然史，

(60)，22-23．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

九州支局(1997)：カルスト台地の春，山焼き行われる．ケイビングジャーナル，4，p5．ケイビ

ングジャーナル：東京都．<観>

三菱マテリアル株式会社東谷鉱山(1997)：三菱マテリアル株式会社東谷鉱山．石灰石，(285)，2



-7．石灰石鉱業協会：東京都．<地・鉱>

中川良平・河村善也・藤田正勝(1997a)：福岡県平尾台の青龍窟ナウマン支洞から新たに産出し

た第四紀脊椎動物化石．日本古生物学会編『日本古生物学会第146回例会講演予稿集 ，ｐ45．』

日本古生物学会：豊橋市 〈古・洞〉．

．中川良平・河村善也・藤田正勝(1997b)：福岡県平尾台不動洞から産出した第四紀の哺乳類化石

洞窟学雑誌，22，43-54．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・古>

櫻井進嗣(1977)：パラジェネシスの衝撃．山口ケイビングクラブ会報，32，7-8．山口ケイビン

グクラブ：山口県秋芳町．<地・洞>

佐武久雄(1997)：平尾台地域に産出する鉱物．平成９年度北九州自然史友の会研究発表会資料，

6p．<地>

時田房恵(1997)：北九州の植物(45) マイサギソウ．わたしたちの自然史，(61)，p21．北九州自

然史友の会：北九州市．<生>

宇部興産株式会社(1997)： 住友小倉～宇部苅田間石灰石輸送計画に係る環境調査報告書概要『

版 ，77p．宇部興産株式会社：宇部市．<地・生・人・水・環・鉱>』

浦田健作(1997a)：平尾台，青龍窟上部洞窟の形成(1) 洞口ホールの形態と古水文環境の変

遷 ’97ケイブミーティング富士山大会予稿集，12-13．日本洞窟学会・日本洞窟学会火山洞．

窟学部：山口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(1997b)：平尾台，青龍窟上部洞窟の形成(2) ナウマン支洞の形態，青龍窟発達史試

案 ’97ケイブミーティング富士山大会予稿集，14-15．日本洞窟学会・日本洞窟学会火山洞．

窟学部：山口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(1997c)：平尾台開発会社発足，開発についての公聴会開かれる．ケイビングジャーナ

ル，3，p5．ケイビングジャーナル：東京都．<土・環・観>

浦田健作(1997d)：炭酸塩コロキウム’96平尾台トゥファ巡検．ケイビングジャーナル，3，p5．

ケイビングジャーナル：東京都．<土・環・観>

＊1996年4月20日～21日開催．

浦田健作(1997e)：平尾台，光水洞での洞窟連結．ケイビングジャーナル，4，4-5．ケイビング

ジャーナル：東京都．<洞>

浦田健作(1997f)：平尾台，不動洞潜水調査．ケイビングジャーナル，4，p5．ケイビングジャー

ナル：東京都．<洞>

浦田健作(1997g)：平尾台カルスト水文地質巡検の予定．ケイビングジャーナル，4，p5．ケイビ

ングジャーナル：東京都．<洞>

浦田健作(1997h)：平尾台の自然保護について福岡県に要望書提出．ケイビングジャーナル，5，

p4．ケイビングジャーナル：東京都．<洞>

浦田健作(1997i)：平尾台テーマパーク基本計画発表．ケイビングジャーナル，5，p4．ケイビン

グジャーナル：東京都．<洞>

浦田健作・藤井厚志・吉村和久・井倉洋二(1997)：平尾台の水文地質．日本地質学会第104年総

会・年会準備委員会編『日本地質学会第104年学術大会見学旅行案内書 ，189-215．日本地質』

学会第104年総会・年会準備委員会：福岡市．<地・水・洞>

【関連】

藤井厚志(1997)：カルスト性間歇冷泉の水理学的・水文地質学的解析．日本地質学会西日本支部

会報，(110)，p30．<地・水・洞>



河野正彦(1997)： 小倉南区，長野の伝承を求めて-語り部たちの記録- ，85p．長野城を考える『 』

会：北九州市．<地・人・洞>

竹下 壽(1997)：筑豊型地質構造と火山作用．わたしたちの自然史，(61)，6-8．北九州自然史友

の会：北九州市．<地>

百合野俊彦(1997)：門司の地質－梅花石の里－．わたしたちの自然史，(60)，10-13．北九州自

然史友の会：北九州市．<地>

<1998年>

藤野剛聡・吉村和久(1998)：酸性降下物量の指標としてのトゥファ中の硫酸塩(2)．1998年度日

本地球化学会年会準備委員会編『地球とわたしたち～21世紀のために今の環境を考えよう～1

998年日本地球化学会公開講演会講演要旨集 ，p267．1998年度日本地球化学会年会準備委員』

会：福岡市．<地>

福岡県環境部環境政策課編(1998)：自然環境の現況と対策 『平成10年版福岡県環境白書 ，136． 』

-58．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

博多マミークラブ(1998)：千仏鍾乳洞 『`98子どもとでかける福岡あそび場ガイド ，106-07．． 』

丸善メイツ：東京都．<環・観>

ハートランド平尾台株式会社(1998)： 仮称）平尾台整備事業に伴う環境影響評価 ，502p．ハ『（ 』

ートランド平尾台株式会社：北九州市．<地・水・利・保・観>

久田義則・赤坂千寿・田中顕治・浦上由紀子・岡本憲治(1998)： 葉木の竪穴SRT合宿 ，33p．『 』

久田義則・赤坂千寿・田中顕治・浦上由紀子・岡本憲治：福岡市．<洞>

井倉洋二(1998)：カルスト地域の水循環．ケイビングジャーナル，8，30-31．ケイビングジャー

ナル：つくば市．<洞>

井上タミエ(1998)：平尾台のセイタカアワダチソウに思う．わたしたちの自然史，(64)，p16．

北九州自然史友の会：北九州市．<生>

，苅田町企画課広報広聴係編(1998a)：等覚寺の松会が国指定文化財に．広報かんだ 12月10日号

(977)， p１．苅田町：福岡県苅田町． <人>

苅田町企画課広報広聴係編(1998b)：ドライブにつれてって 苅田町青龍窟．広報かんだ 12月2

5日号，(978)，p4．苅田町：福岡県苅田町． <観>

北九州市水道局編(1998)： 渇水との闘い ．北九州市水道局：北九州市．<利>『 』

中 孝仁(1998)：放散虫・フズリナ化石層序に基づく秋吉帯海山群の付加現象．日本地質学会第1

05年学術大会講演要旨，121p．日本地質学会：東京都 〈地・古〉．

中江 訓・尾崎正紀・太田正道・薮本美孝・松浦浩久・富田宰臣(1998)： 小倉地域の地質．地『

域地質研究報告(5万分の１地質図幅) ．126p，5fg．通商産業省工業技術院地質調査所：つく』

ば市．<地・古>

中川良平(1998MS)： 福岡県平尾台における第四紀後期哺乳動物相の変遷』九州大学理学部地球『

惑星科学科1997年度卒業論文．58p，1pl，25fg．九州大学理学部：福岡市．<地・古・洞>

中川良平・河村善也・藤田正勝(1998)：福岡県平尾台不動洞から産出した第四紀の哺乳類化石．

日本古生物学会編『日本古生物学会1998年年会講演予稿集 ，p145．日本古生物学会：相模原』

市 〈古・洞〉．

中尾彩弥子・吉村和久・能登征美(1998)：カルスト地域における地下水の溶存無機炭素の炭素同

位体比．1998年度日本地球化学会年会準備委員会編『地球とわたしたち～21世紀のために今

の環境を考えよう～1998年日本地球化学会公開講演会講演要旨集 ，p259．1998年度日本地球』



化学会年会準備委員会：福岡市．<地>

齋藤建夫編(1998)： ふるさとの文化遺産 郷土資料事典40 福岡県 ．人文社：東京都．『 』

<地・観>

白井勝也編(1998)： コンパクト版日本地名百科事典 ．小学館：東京都．<地>『 』

週刊ビーイング九州版編集部(1998)：とんこつ倶楽部 夏休み発，探検隊！平尾台の鍾乳洞編．

週刊ビーイング九州版，(32)，14-15．リクルート：福岡市．<洞・自・観>

宇津川徹・中村浄志(1998)：北九州の段丘地形とAso-4火砕流堆積物．ペドロジスト，42，(1)，

44-56．<地>

浦田健作(1998a)：平尾台テーマパークの規模縮小を要望．ケイビングジャーナル，7，p4．ケイ

ビングジャーナル：つくば市．<洞>

浦田健作(1998b)：重複する洞窟地形-洞窟地形の形成作用と環境変遷を考察する場合の問題点

- ’98ケイブフェスティバル予稿集，9-10．日本洞窟学会・日本洞窟学会火山洞窟学部：山．

口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(1998c)：カルストの形成と環境変遷．日本IGCP国内委員会編『IGCP特別シンポジウム

アジア・太平洋地域の形成と地球環境 ，39-42．日本IGCP国内委員会：神戸市．<地・環>』

Urata, Kensaku 1998MS Formation of the Hirao-dai karst system, northern Kyushu,( )：『

． ， ， ．Japan Dissertation for degree of doctor of science Tokyo Metropolitan University 50p』

： ．<地・The Graduate School of Science, Tokyo Metropolitan University Hachioji, Tokyo
水・洞>

[浦田健作：九州北部，平尾台カルスト・システムの形成．東京都立大学大学院理学研究科博

士(理学)学位論文]

Urata Kensaku 1998 Hydrogeology of Isolated Karst Plateaus An Example from， ( )： ：

Friends ofHirao-dai Karst Japan Meiman Joe and Chris Groves Ed.， ． ， 『

， ． ： ， ．Karst-IGCP379』 p11 Western Kentucky University Bowling Green USA
[浦田健作：孤立カルスト台地の水文地質：平尾台カルストの例．ジョー・メイマン，クリ

ス・グローブ編『フレンズ・オブ・カルスト－IGCP299 ．ウェスターン・ケンタッキー大』

学：ボウリング・グリーン，アメリカ] <地・水・洞>

【関連】

藤井厚志(1998)：カルスト性間歇冷泉の水理学的解析とその水文地質学的意義．北九州市立自然

史博物館報告，(17)，111-98．北九州市立自然史博物館：北九州市．<地・水・洞>

沢田 勇(1998)： 日本のコウモリ洞総覧」こぼれ話‐水無鍾乳洞(福岡県)の巻‐．佐賀自然史「

研究，1，(14)，177-79．<洞・生>

<1999年>

段上達雄(1999)：民俗文化財の現状と課題～等覚寺の松会国指定記念講演会～．苅田町総務部総

務課秘書室秘書広報係編：広報かんだ 6月10日号，(988)，4-5．苅田町：福岡県苅田町． <

人>

Fujino, Taketoshi 1999MS Geochemical study on tufa biologically induced carbonate in( )：『

fresh water Master thesis of Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Graduate』

． ： ．<School of Kyushu University 63p. Graduate School of Kyushu University Fukuoka
地・水>



[藤野剛聡：淡水性炭酸塩トゥファの地球化学的研究．九州大学大学院理学研究科化学専攻課

程修士論文]

藤阪洋祐(1999)：九大探検部新入生歓迎合宿における事故報告．日本洞窟学会第25回大会講演要

旨，39-40．

日本洞窟学会：山口県秋芳町．<洞>

福岡県環境部環境政策課編(1999)：自然環境の現況と対策 『平成11年版福岡県環境白書 ，148． 』

-67．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

井上章二 1999a ：林野火災における樹木の片面燃焼に関する基礎的研究―風洞実験による風速推( )

定式の検討―．森林立地学会誌 森林立地，41，(1)，19-24．森林立地学会：つくば市．<

生・気>

井上章二 1999b ：林野火災延焼地域内の風向・風速の動向―火入れを利用した現地実験―．森林( )

立地学会誌 森林立地，41，(1)，25-30．森林立地学会：つくば市．<生・気>

苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館企画(1999)： ウォーキングマップかんだ ，[改訂『 』

版]，33p．苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館：福岡県苅田町．<地・洞・歴・人・

保・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(1999a)：広谷湿原・岩屋古墳群が町指定文化財に．広

報かんだ 8月10日号，(992)，p10．苅田町：福岡県苅田町． <地・生・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(1999b)：町政報告 日本洞窟学会苅田町開催決定！広報

かんだ 9月25日号，(995)，4-5．苅田町：福岡県苅田町． <洞・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(1999c)：20年前から始めた洞窟の写真撮影，アメリカ

の写真家夫妻が来庁．広報かんだ 12月10日号，(1000)，p15．苅田町：福岡県苅田町．<洞>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(1999d)：青龍窟は非常に注目されています，文化財講

演会開催．広報かんだ 12月25日号，(1001)，p15．苅田町：福岡県苅田町． <歴・洞>

苅田町教育委員会・苅田町歴史資料館編(1999)： 歴史資料館秋の特別展示 豊前地方の旧石器『

と平尾台産出の動物化石群．後期更新世と旧石器時代(縄文時代早期～草創期を含む) ，65p．』

苅田町教育委員会・苅田町歴史資料館：福岡県苅田町．<地・古・人・歴・洞>

河村善也・藤田正勝 (1999)：洞窟と脊椎動物化石．ケイビングジャーナル，10，20-24．ケイビ

ングジャーナル：竜ヶ崎市．<地・古・洞>

北九州市教育委員会文化部保護管理課編(1999)： 北九州市の文化財 ，127p．北九州市教育委『 』

員会：北九州市．<地・保>

北九州市立自然史博物館編(1999)：平尾台 『北九州自然ガイドブック-生物編-』(第2版)，10-．

13．北九州市立自然史博物館：北九州市．<生>

＊初版(1990)の昆虫・野鳥に植物を追加．

近藤純夫(1999a)：九州大学探検部で事故．ケイビングジャーナル，(11)，p4．ケイビングジャ

ーナル：竜ヶ崎市．<洞>

近藤純夫(1999b)：平尾台県立自然研究施設の経過．ケイビングジャーナル，(11)，p5．ケイビ

ングジャーナル：竜ヶ崎市．<教・保・観>

染谷 孝・山口文恵・小平芳裕(1999)：シアノバクテリアによるTufaの形成．日本洞窟学会第25

回大会講演要旨，24-25．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・生>



．竹花 周(1999)：学校をつくろう ひらおだい自然塾の試み，(1)～(8)．毎日新聞8月3日～12日

毎日新聞西部本社：北九州市．<教>

浦田健作(1999a)：平尾台の地下水系(4)．日本洞窟学会第25回大会講演要旨，10-11．日本洞窟

学会：山口県秋芳町．<地・水・洞>

浦田健作(1999b)：カルストの形成と環境変遷．IGCP国内委員会編『Japan Contribution to the

IGCP, 1999．カルスト過程と炭素循環 ，23-29．IGCP国内委員会：静岡市．<地・洞>』

浦田健作編(1999c)：北九州の地史と古生物．苅田町教育委員会・苅田町歴史資料館編： 歴史『

資料館秋の特別展示 豊前地方の旧石器と平尾台産出の動物化石群．後期更新世と旧石器時

代(縄文時代早期～草創期を含む) ，p5．苅田町教育委員会・苅田町歴史資料館：福岡県苅田』

町．<地・古・洞>

浦田健作(1999d)：平尾台テーマパーク着工遅れる．ケイビングジャーナル，9，p5．ケイビング

ジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

浦田健作(1999e)：平尾台で9万年前のカルスト地形発見．ケイビングジャーナル，9，p5．ケイ

ビングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

山下洋輔(1999)：削られゆく時間 『ピアニストを笑うな！ ，26-29．晶文社：東京都．． 』

<観>

＊ＡＮＫ機内誌｢私の青空｣（1995）に連載．

吉村和久(1999)：研究室紹介：九州大学理学部化学科分子動態化学講座．ケイビングジャーナル，

9，16-17．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

【関連】

長岡信治(1999)：九州地方の山地形成とテクトニクス．地球，21，(10)，637-643．<地>

野畠正敏(1999)：力丸ダム付近の地質について．北九州自然史友の会平成11年度研究発表会資料，

6p．<地>

田中宏幸編(1999)： 福岡県前原市水無鍾乳洞 新支洞発見とその洞窟学的意義 ，16p．東筑紫『 』

学園高等学校・照曜館中学校：北九州市．<洞>

<2000年>

赤木祥彦(2000)：平尾台のカルスト地形．小泉武栄・青木賢人編『日本の地形レッドデータブッ

ク第１集新装版‐危機にある地形‐ ，p191．古今書院：東京都．<地・保・利>』

青野清己(2000)：福岡県平尾台自然観察センターの開設について．三谷むかし語り，24，(4)，

[265]，1-3．むかし話をする会：北九州市．<教・保・観>

足利武三(2000)：貫山．西日本新聞社編『九州の山をゆく ，36-37．西日本新聞社：福岡市．<』

観>

Bosted, Peter and Ann Bosted 2000a Caving in central Japan. , 58, 6 ,( )： ( )NSS News
． ： ．<地・洞>174-79 National Speleological Society Huntsville, AL, USA

[ピーター・ボステッド＆アン・ボステッド：中央日本でのケイビング．NSSニュース，ナショ

ナル・スペレオロジカル・ソサェティ：ハンツビル，アメリカ]

Bosted, Peter and Ann Bosted 2000b Senbutsu Cave, northern Kyushu. , 58,( )： NSS News
( ) ： ．<洞>6 , front cover. National Speleological Society Huntsville, AL, USA
[ピーター・ボステッド＆アン・ボステッド：北九州，千仏洞．NSSニュース，ナショナル・ス

ペレオロジカル・ソサェティ：ハンツビル，アメリカ]



藤井厚志(2000)：北九州における鮮新世玄武岩火山の分布と平尾台の隆起．カルストフェスティ

バル2000苅田 日本洞窟学会第26回大会研究発表要旨集，p10．日本洞窟学会：山口県秋芳町．

<地>

福岡県環境部環境政策課編(2000)：自然環境の現況と対策 『平成12年版福岡県環境白書 ，156． 』

-174．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

福岡県自然環境課編(2000)： 自然観察ガイドシリーズ3 平尾台カルストの自然 ．29p．福岡『 』

県自然環境課：福岡市．<地・生・洞・保>

福山繭子(2000MS)： 熊本大学理学部地球科学科平成11年度卒業論文：平尾石灰岩層における地『

質学的および岩石学的研究 ，51p，22fg．熊本大学理学部：熊本市．<地>』

平尾台自然観察センター(2000a)：石のひつじだより(1)．福岡県平尾台自然観察センター：北九

州市．

平尾台自然観察センター(2000b)：石のひつじだより 9月号．(2)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2000c)：石のひつじだより 10月号．(3)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2000d)：石のひつじだより 11月号．(4)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2000e)：石のひつじだより 12月号．(5)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

本田寿々美(2000)：北九州の植物(58)コミヤマミズ．わたしたちの自然史，(74)，p21．北九州

自然史友の会：北九州市．<生>

カマネコ探検隊(2000)： カマネコ春は曙通信 ，3p．カマネコ探検隊：北九州市．<洞>『 』

苅田町教育委員会(2000)： 苅田町の文化遺産‐苅田町文化財詳細分布地図‐．苅田町文化財調『

査報告書(34) ，122p．苅田町教育委員会：福岡県苅田町．<洞・人>』

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000a)：青龍窟を大切に 白川校区老人クラブ(竹田重

正会長)と白川校区区長会(濱野光義会長)が清掃活動．広報かんだ 2000年1月25日号，(100

2)，p15．苅田町：福岡県苅田町． <洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000b)：始まる．カルスト・フェスティバル2000苅田

が始まります．広報かんだ 2000年4月10日号，(1007)，p1．苅田町：福岡県苅田町．

<洞>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000c)：カルスト・フェスティバル2000苅田情報①．

広報かんだ 2000年4月10日号，(1007)，p7．苅田町：福岡県苅田町． <洞>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000d)：<シリーズ21世紀への伝言>テーマ２｢伝統の良

さ，すばらしさを分かち合いたい｣照本久さん(山口)． 広報かんだ 2000年4月10日号，(10

07)，6-7．苅田町：福岡県苅田町．<洞・保・人>

．苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000e)：平尾台の自然を満喫．青龍窟～広谷ウォーク

広報かんだ 2000年4月25日号，(1008)，p12．苅田町：福岡県苅田町． <洞・保・

観>

．苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000f)：今年も厳かに．等覚寺の松会カメラスケッチ

広報かんだ 2000年4月25日号，(1008)，p12．苅田町：福岡県苅田町． <人>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000d)：カルスト・フェスティバル2000苅田情報②平

尾台自然観察会①探鳥会．広報かんだ 2000年5月10日号，(1009)，p6．苅田町：福岡県苅田



町．<洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000e)：平成12年度予算重点施策．活性化⑥日本洞窟

学会開催にあわせた地域の活性化，国際化の推進．広報かんだ 2000年5月10日号，(1009)，

p6．苅田町：福岡県苅田町． <洞・利>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000f)：カルスト・フェスティバル2000苅田情報③．

広報かんだ 2000年6月10日号，(1011)，p9．苅田町：福岡県苅田町．<洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000g)：2000年の夏は，ちょっとアカデミックに!?．

広報かんだ 2000年7月10日号，(1013)，p1．苅田町：福岡県苅田町．<洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000h)：カルスト・フェスティバル2000苅田情報④海

外の研究者３氏の講演決定！，｢洞窟｣講演会に160人，日本洞窟学会の浦田さんが講演．広報

かんだ 2000年7月10日号，(1013)，p2．苅田町：福岡県苅田町．<洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000i)：洞窟学会へ行こう．広報かんだ 2000年8月10

日号，(1015)，1-3．苅田町：福岡県苅田町．<洞・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000j)：カルストと人の共生を議論．日本洞窟学会苅

田町大会開催．広報かんだ 2000年9月10日号，(1017)，2-5．苅田町：福岡県苅田町．<洞・

保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000k)：カルスト・フェスティバル2000苅田情報(最終

回）21世紀に広がる｢人と自然の共生｣の輪，自然と文化を守る会が発足，ケービングボラン

ティアは｢青龍クラブ｣を結成．広報かんだ 2000年12月10日号，(1023)，2-3．苅田町：福岡

県苅田町．<洞・利>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2000l)：さようなら2000年 町の10大ニュース，１位

日本洞窟学会開催カルスト・フェスティバル2000in苅田．広報かんだ 2000年12月25日号，

(1024)，ｐ2．苅田町：福岡県苅田町．<洞>

カルスト・フェスティバル2000苅田実行委員会事務局編(2000)： カルスト・フェスティバル20『

00苅田プログラム ，23ｐ．カルスト・フェスティバル2000苅田実行委員会事務局：福岡県苅』

田町．<地・古・人・歴・洞>

北九州自然史友の会事務局(2000)：｢カルスト・フェスティバル2000苅田｣開催のお知らせ．わた

したちの自然史，(73)，表3．北九州自然史友の会：北九州市．<教>

近藤純夫(2000)：レッド・データ土壌の保全シンポジウム．ケイビングジャーナル，(13)，p5．

ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<地・保>

三菱マテリアル株式会社(2000)：東谷鉱山．6p．三菱マテリアル株式会社．<鉱>

みうらじゅん(2000)：尻振り祭りの巻 『とんまつりJAPAN 日本全国とんまな祭りガイド ．集． 』

英社：東京．<人・観>

＊1999年？に「小説すばる」に連載された「わびさびたび」を改題．2004年集英文庫化．

向 陽子・浦田健作・井倉洋二・能登征美・吉村和久(2000a)：石灰岩地帯における化学風化とCO

のグローバルフラックス．第37回化学関連支部合同九州大会予稿集．九州大学：福岡市．<地2

>

向 陽子・浦田健作・井倉洋二・能登征美・吉村和久(2000b)：石灰岩地帯におけるCO のグロー2

バルフラックス．カルストフェスティバル2000苅田 日本洞窟学会第26回大会研究発表要旨

集，33-34．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地>

無記名（大木隆志撮影）(2000)：平尾台(福岡県)．小泉武栄・青木賢人編『日本の地形レッドデ

ータブック第１集新装版‐危機にある地形‐ ，表紙・裏表紙．古今書院：東京都．<地>』



無記名(2000)：郷土の自然や文化残そう ｢守る会｣苅田に13日発足．読売新聞11月11日．読売新

聞西部本社：北九州市．<保>

長嶺正秀(2000)：青龍窟文化財発掘調査．カルストフェスティバル2000苅田 日本洞窟学会第26

回大会研究発表要旨集，9-10．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<人・歴・洞>

永尾正剛 (2000)： 六郡名所記』解題．永尾正剛・有川宜博・税田昭徳編『豊国名所 ，110-11『 』

7．北九州市立歴史博物館：北九州市．<地・観>

中島克洋(2000)：貫山，16-17．福岡山の会編『福岡県の山歩き ハイキングから一日登山ま

で ．海鳥社：福岡市．<観>』

日本洞窟学会(2000a)：カルスト・フェスティバル2000苅田(日本洞窟学会2000年度大会)のお知

らせ(第１報)．ケイビングジャーナル，(12)，40-41．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<

洞・教>

日本洞窟学会(2000b)：カルスト・フェスティバル2000苅田のお知らせ(第3報)．ケイビングジャ

ーナル，(13)，31-37．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞・教>

岡田 徹(2000)：バードサンクチュアリ設置決まる．北九州野鳥，(167)，3-4．日本野鳥の会北

九州支部：北九州市．<生>

田中敦司・西村直樹(2000)：石灰岩地に特異的に生育する蘚類の植物地理学的研究．カルストフ

ェスティバル2000苅田 日本洞窟学会第26回大会研究発表要旨集，11-12．日本洞窟学会：山

口県秋芳町．<地・生>

谷端 勲(2000)：文献・伝説による平尾台．三谷むかし語り，24，(4)，[265]，4-7．むかし話を

する会：北九州市．<人>

辻 重夫 (2000)：つれづれ(117) 遊心太古．苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編：広報かん

だ 6月10日号，(1011)，p8．苅田町：福岡県苅田町．<洞>

植田規容子 (2000)：つれづれ(118) 日本洞窟学会開催を間近に控えて．苅田町総務部総務課秘

書室秘書広報係編：広報かんだ 6月10日号，(1015)，p3．苅田町：福岡県苅田町．

<洞>

，浦田健作(2000a)：平尾台の自然を考える会，水と緑の大賞受賞．ケイビングジャーナル，(12)

p4．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

浦田健作(2000b)：アメリカの洞窟写真家夫妻来日．ケイビングジャーナル，(12)，p6．ケイビ

ングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

．浦田健作(2000c)：平尾台・広谷湿原が町天然記念物に指定．ケイビングジャーナル，(12)，p7

ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<地・保>

浦田健作(2000d)：カルスト・フェスティバル2000苅田．ケイビングジャーナル，(12)，p8．ケ

イビングジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

，浦田健作(2000e)：平尾台テーマパーク開発断念、市営自然公園に転換．ケイビングジャーナル

(12)，p9．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<土・保・観>

安原修次(2000)： 平尾台花ガイド』 Naturing series 2，160p．ほおずき書籍：長野市．『

<生・保>

吉村和久・浦田健作・河村善也・橘 昌信・長嶺正秀(2000)：公開シンポジウム 21世紀の人と自

然の共生をめざして-平尾台カルスト・青龍窟の自然と文化．カルスト・フェスティバル2000

苅田実行委員会事務局編『カルスト・フェスティバル2000苅田プログラム ，7-12．カルス』

ト・フェスティバル2000苅田実行委員会事務局：福岡県苅田町．<地・古・人・歴・洞>



【関連】

藤井厚志(2000)：研究室紹介：私の洞窟研究．ケイビングジャーナル，(12)，18-19．ケイビン

グジャーナル：竜ヶ崎市．<洞>

福岡山の会編(2000)： 福岡県の山歩き ハイキングから一日登山まで ，175p．海鳥社：福岡『 』

市．<観>

中村修身(2000)：福岡県香春岳周辺の銅生産に関する調査と若干の考察．郷土史誌かわら，[52]，

2-53．香春町教育委員会：福岡県香春町．<地・鉱・歴>

西日本新聞社編(2000)： 九州の山をゆく ．西日本新聞社：福岡市．<観>『 』

浦田健作(2000)：長野岩海へのトンネル工事．ケイビングジャーナル，12，p5．ケイビングジャ

ーナル：竜ヶ崎市．<洞>

<2001年>

Darabos Gabriella 2001 Observartion of microbial weathering resulting in peculiar， ( )：

“ ” ．地形，22，(4)，exfoliation-like features in limestone from Hirao-dai Karst, Japan
第5回 国際地形学会議特別号，C‐48．日本地形学連合：宇治市．<地・生>

[平尾台カルストの石灰岩における特異なエクソフォリエーション状形態中の微生物侵食の観

察．]

藤井厚志(2001a)：エンバイラマの地学．わたしたちの自然史，(77)，p10．北九州自然史友の

会：北九州市．<地・洞・教>

藤井厚志(2001b)：白亜紀の平尾台－ジャパンエキスポ北九州博覧祭2001 北九州市立自然史博

物館出典の自然史体験館に洞窟とカルスト．ケイビングジャーナル，(16)，6-7．ケイビング

ジャーナル：竜ヶ崎市．<地・洞・教>

藤井静雄(2001)：北九州の昆虫(68)蝶との出合いと採集報告(北九州市及びその周辺)．わたした

ちの自然史，(77)，21-22．北九州自然史友の会：北九州市．<生>

藤田碩也編(2001)： ドクター・トルネード藤田哲也 ，112p．藤田記念館建設準備委員会事務『 』

局：北九州市．<地・洞>

福岡県環境部環境政策課編(2001)：自然環境の現況と対策 『平成13年版福岡県環境白書 ，159． 』

-178．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

福岡県環境部自然環境課(2001)： 福岡県の希少野生生物－福岡県レッドデータブック2001－ ，『 』

448p．<生・保>

長谷川善和(2001)：サル・ゾウ・トリたちの思い出．北九州市立自然史博物館編『北九州市立自

然史博物館20年誌 ，56-57．北九州都市協会：北九州市．<古・洞>』

東筑紫学園高等学校理科部(2001)：北九州平尾台カルストに見られる広谷湿原について．第25回

全国高等学校総合文化祭理科部門研究発表資料，19p．東筑紫学園高等学校・照曜館中学校理

科部：北九州市．<地・生・環>

平尾台自然観察センター(2001a)： 観光化されていない洞窟探検 不動洞ケイビング ，9p．福『 』

岡県平尾台自然観察センター：北九州市．<地・洞・保>

平尾台自然観察センター(2001b)：石のひつじだより 1月号，(6)．平尾台自然観察センター：北

九州市．

平尾台自然観察センター(2001c)：石のひつじだより 2月号，(7)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001d)：石のひつじだより 3月号，(8)．平尾台自然観察センター：



北九州市．

平尾台自然観察センター(2001e)：石のひつじだより 4月号，(9)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001f)：石のひつじだより 5月号，(10)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001g)：石のひつじだより 6月号，(11)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001h)：石のひつじだより 7月号，(12)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001i)：石のひつじだより 8月号，(13)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001j)：石のひつじだより 9月号，(14)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2001k)：石のひつじだより 10月号，(15)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2001l)：石のひつじだより 11月号，(16)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2001m)：石のひつじだより 12月号，(17)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

本田 茂： 平尾台 本田茂写真集 ，100p．本田茂：北九州市．<地・生・観・保>『 』

市丸直人(2001)：淡水性縞状炭酸塩トゥファの環境化学的研究．九州大学理学部化学教室編『平

成12年度学士課程学士業績報告会講演要旨集 ，p24．九州大学理学部化学教室：福岡市．<』

地・水・環>

飯嶌寿子(文)・水野康夫(写真)(2001)：地底に広がる母なる大地の懐へ．ザ・カード，34，(11)，

33-37．ザ・カード(株)：東京都．<洞>

石川徹也(2001)： 日本の自然保護 尾瀬から白保、そして21世紀へ ，260p．平凡社新書：東『 』

京都．<保>

苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館企画(2001)： ウォーキングマップかんだ』[第三『

版]，33ｐ．苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館企画：福岡県苅田町．<地・洞・

歴・人・観・保>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001a)：郷土の自然と文化を守る会，青龍窟周辺の道

を整備．広報かんだ 2001年3月10日号，(1028)，p5．苅田町：福岡県苅田町．<洞・

環>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001b)：南原小学校文化財体験学習，中はまっくら！

青龍窟．広報かんだ 2001年6月25日号，(1035)，p12．苅田町：福岡県苅田町．<洞・教>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001c)：さあ，夏だ！今年もやるぞ！初心者のための

洞窟探検in青龍窟．広報かんだ 2001年7月10日号，(1036)，p14．苅田町：福岡県苅田町．<

洞・観>



苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001d)：洞窟2001．広報かんだ 2001年11月10日号，(1

044)，p1．苅田町：福岡県苅田町．<洞・教>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001e)：韓国・三陟市との交渉再開．広報かんだ 2001

年11月10日号，(1044)，p2．苅田町：福岡県苅田町．<洞・利>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2001f)：わが街のスポーツ，ケービング．広報かんだ

2001年12月25日号，(1047)，p10．苅田町：福岡県苅田町．<洞・教>

北九州市の文化財を守る会(2001)： 北九州市の文化財を守る会三十周年記念誌 ふるさとの歴『

史と文化財 ．北九州市の文化財を守る会：北九州市．』

児島 宏(2001)：カルスト高原平尾台．風景写真，(61)，59-74．ブティック社：東京．<地・保>

Mukai,Youko, Kensaku Urata, Youji Inokura, Masami Noto, H.Kawamura, Kazuhisa

Yoshimura 2001 CO Flux in Karst Area, Hirao-dai Plateau, Fukuoka. Organizing( )： 2

th InternationalCommittee of 6th International Carbon Dioxide Conference ed. 『６

, 457-60. Tohoku University: Sendai.Carbon Dioxide Conference Extra Abstracts, １』

<地>

[向 陽子・浦田健作・井倉洋二・能登征美・河村・吉村和久：平尾台カルスト地域における二

酸化炭素フラックス．第6回国際二酸化炭素会議要旨集．]

＊2001年10且1日～5日，仙台市，東北大学で開催．

無記名(2001)：表紙写真．ODYSSEY, 10, (5). Cobblestone Publishing Company：Peterborough,

NH.<洞>

太田陽子・斎藤享治(2001)：台地地形．米倉伸之・貝塚爽平・野上道男・鎮西清高編『日本の地

形 １ 総説 ，227-35．東京大学出版会：東京都．<地>』

下山正一・長岡信治(2001)：北九州の海岸地形と筑紫山地．町田洋・太田陽子・河名俊男・森脇

広・長岡信治編『日本の地形 7 九州・南西諸島 ，73-86．東京大学出版会：東京都．』

<地>

新海義治(2001)：北九州市内でのコムラサキ採集記録．わたしたちの自然史，(77)，22-23．北

九州自然史友の会：北九州市．<生>

染谷 孝(2001)：研究室紹介：私の洞窟研究．ケイビングジャーナル，(16)，21-22．ケイビング

ジャーナル：竜ヶ崎市．<地・洞・教>

竹花 周(文)・金澤 稔(写真)(2001)：平尾台2001年秋 風を探して（5 ．洞窟に潜りつづけて．）

毎日新聞9月12日〔九州・島根〕29面．毎日新聞西部本社：北九州市．<洞>

竹花 周(2001)：平尾台自然公園整備検証．毎日新聞11月8日17面(九州・島根) ．毎日新聞西部

本社：北九州市．<利・保・観>

田嶋直樹(2001)： 九州自然歩道を歩く ，226p．葦書房：福岡市．<観>『 』

浦田健作(2001a)：微生物によるカルスト地形形成．ケイブフェスティバル2001in岩泉 日本洞窟

学会第27回大会研究発表要旨集，6-7．日本洞窟学会・日本洞穴学研究所：山口県秋芳町．<



地・生・洞>

浦田健作(2001b)：カルスト学研究ノート- 千仏鍾乳洞とノルウェーのカルスト．ひろば北九州，

(183)：5-10．北九州都市協会：北九州市．<地・洞>

Urata Kensaku 2001 Karst hydrogeology and morphological importance of dykes in a， ( )：

．地形，22，(4)，第5回国際地形学会議特別号，C‐25pure and massive limestone terraine
2．日本地形学連合：宇治市．<地・水・洞>

[浦田健作：純粋塊状石灰岩地域におけるカルスト水文地質と岩脈の地形学的重要性．]

安原修次(2000)： 北九州の花 ，203p．ほおずき書籍：長野市．<生・保>『 』

矢野緑詩(2001)：<シリーズこの道を歩く第2回>ロマンを求めて｢苅田町を歩く｣．苅田町総務部

総務課秘書室秘書広報係編：広報かんだ 7月25日号，(1037)，p17．苅田町：福岡県苅田町．

<洞・観>

吉村和久・井倉洋二(2001)：対流圏と岩石圏間の二酸化炭素グローバルフラックスに関する研究．

田中正之編『平成12年度文部科学省科学研究費補助金特定領域研究（A）(1)「対流圏化学グ

ローバルダイナミクス」(領域代表者：田中正之，東北工業大学教授）研究成果報告 ，175-8』

8．田中正之：仙台市．<地・水>

【関連】

，赤嶺辰之介・豊原富士夫(2001)：九州三郡帯の地質構造．日本地質学会西日本支部会報，(118)

p44．日本地質学会西日本支部：熊本市．<地>

苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館企画(2001)： ウォーキングマップかんだ』[第三『

版]，33p．苅田町生涯学習課文化係・苅田町歴史資料館企画：福岡県苅田町．<地・洞・歴・

人・観・保>

長野城を考える会(2001)： 小倉南区長野の伝承を求めて‐語り部たちの記録- ，87p．長野城『 』

を考える会：北九州市．<歴>

<2002年>

Bella, Pavel and Peter Gazik 2002 Studijna cesta po krase a spristupnenych jaskyniach( )：

Juznych oblasti japonska. , 7, 47-52. Sprany slovenskych jaskyn LiptovskyAragonit ：

<地・洞・観>Miklus, Slovakia.

[パベル・ベラ＆ペテル・ガジック：日本南部地域のカルストと観光洞の研究旅行．アラゴニ

ート，7，47-52．スロヴァキア洞窟管理事務所：リプトフスキー・ミクラーシュ，スロヴァ

キア．]

Fukuyama, Mayuko., Tadao Nishiyama and Kensaku Urata 2002 Reaction zones and( )：

composite veins around the metamorphosed basic dykes in the Hirao limestone, Fukuoka,

Geochimica et Cosmochimica Acta Journal of the geochemical society and theJapan. (



( )， ： <地>meteoritical society), 66, 15A p250. Elsevier Science Ltd. New York.

[福山繭子・西山忠男・浦田健作：福岡県平尾石灰岩中の変成塩基性岩脈周辺の反応帯と複合

脈．ジオキミカ・エト・コスモキミカ・アクタ．]

福山繭子・浦田健作・西山忠男(2002a)：平尾石灰岩層中の変成塩基性岩脈に見られる反応帯．

日本地質学会西日本支部会報，(120)，p21．日本地質学会西日本支部：熊本市．<地>

福山繭子・浦田健作・西山忠男(2002b)：変成塩基性岩脈中の反応帯から派生した複合脈．日本

地質学会編『日本地質学会第109年学術大会講演要旨 ，p172．日本地質学会：東京都．<地>』

淵上信好(2002)：魚介類．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，9=1-43．苅』

田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>

東筑紫学園高等学校理科部(2002)：平尾台カルストに見られる広谷湿原について．山口ケイビン

グクラブ会報，(37)，5-7．山口ケイビングクラブ：山口県秋芳町．<地・生・水・変>

平尾台自然観察センター(2002a)： 平尾台三観光洞ツアー ，13p．福岡県平尾台自然観察セン『 』

ター：北九州市．<洞・教>

平尾台自然観察センター(2002b)：石のひつじだより 1月号，(18)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002c)：石のひつじだより 2月号，(19)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002d)：石のひつじだより 3月号，(20)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002e)：石のひつじだより 4月号，(20)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002f)：石のひつじだより 5月号，(21)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002g)：石のひつじだより 6月号，(22)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002i)：石のひつじだより 8月号，(24)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002j)：石のひつじだより 9月号，(25)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2002k)：石のひつじだより 10月号，(26)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2002l)：石のひつじだより 11月号，(27)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2002m)：石のひつじだより 12月号，(28)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

井倉洋二(2002)：研究室紹介：私の洞窟研究．ケイビングジャーナル，(17)，25-26．ケイビン

グジャーナル：竜ヶ崎市．<地・水・洞・教>

井上哲也(2002a)：哺乳類・爬虫類・両生類．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報



告書 ，6=1-34．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>』

井上哲也(2002b)：生態系からみた苅田町の自然環境の総合評価．苅田町環境保全課編『苅田町

自然環境調査研究報告書 ，10=１-11．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>』

井上哲也(2002c)：調査結果のまとめと苅田町への提言．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境

調査研究報告書 ，11=p１．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>』

苅田町教育委員会文化係(2002)： 苅田町の文化遺産：国・県・町指定史跡物件の部 ．苅田町『 』

教育委員会：福岡県苅田町．<地・生・洞>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002a)：冬の洞窟探検．広報かんだ 2002年2月10日号，

(1049)，p11．苅田町：福岡県苅田町．<洞・教>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002b)： 豊作」の占いに拍手と歓声．広報かんだ 2「

002年5月10日号，(1055)，p8．苅田町：福岡県苅田町．<人・文・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002c)： 青龍窟」の写真パネルを寄贈．広報かんだ「

2002年12月10日号，(1069)，p9．苅田町：福岡県苅田町．<洞・文>

カルストの会(2002)： 第9回平尾台夏の高原ピクニックコンサート ，10p．カルストの会：北『 』

九州市．<観>

河野 誠・中富紀生(2002)：昆虫類．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，8』

=1-26．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>

北九州市議会事務局調査課(2002)：決算特別委員会-市長質疑から-．北九州市議会だより，平成

14年11月1日号，(159)，6-7．北九州市議会事務局調査課：北九州市．<保>

北九州市広報室広報課(2002)：北九州市の宝物その16．自然がつくり出した芸術作品～平尾台

（小倉南区 ．市政だより きたきゅうしゅう 平成14年6月15日，(932)，p8．北九州市広報）

室広報課：北九州市．<観>

久下洋一(2002)：福岡県平尾台自然観察センターについて．ケイビングジャーナル，(17)，8-10．

ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<地・洞・教・保・観>

熊谷信孝(2002)： 貫・福智山地の自然と植物 ，235p．海鳥社：福岡市．<地・生・保・教>『 』

來島仁左エ門(2002)：植物．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，5=1-66．』

苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>

松尾雅也(2002)：平尾台の四季色鮮やか．小倉のアマカメラマン・本田さん，写真集を自費出版．

毎日新聞福岡版1月11日．毎日新聞西部本社：北九州市．<観>

松尾節朗(2002)：鳥類．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，7=1-83．苅田』

町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保>

( ＭＳ)： ， ．Mukai, Yoko 2002 CO flux in the karst area, Hirao-dai Plateau, Fukuoka 66p『 』2

： ．<地>Graduate School of Sciences, Kyuhu University Fukuoka
[向 陽子：福岡県カルスト地域平尾台のCO2フラックス．九州大学大学院理学研究院：福岡市]



日本洞窟学会(2002)：石灰岩洞分布図および石灰洞・溶岩洞位置図 『日本の洞窟 ，パンフレ． 』

ット．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地>

太田浩平(2002)：調査の全体概要．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，1=』

1-7．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<保・教・観>

』，太川浩平・來島仁左エ門(2002)：植生．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書

4=1-140．苅田町環境保全課：福岡県苅田町．<生・保・教・観>

太田泰弘(2002)：福岡県北九州市南区櫨ヶ峠に分布する礫岩から新に産出したフズリナ化石．日

本地質学会編『日本地質学会第109年学術大会講演要旨 ，p149．日本地質学会：東京都．<』

地・古>

青龍クラブ(2002)： 青龍窟・水と暗闇と光のシンフォニー ，4p．青龍クラブ：福岡県苅田町．『 』

<洞>

Speleological Society of Japan 2003 Limestone distribution map and limestone/lava cave( )：

『 』 <地>location map. leaflet.Caves in Japan
棟上俊二(2002)：福岡県水晶山に産する自形石英結晶中の流体包有物．日本地質学会西日本支部

会報，(121)，p32．日本地質学会西日本支部：福岡市．<地>

浦田健作(2002a)：小学校の授業でケイビング．ケイビングジャーナル，(17)，p6．ケイビング

ジャーナル：竜ヶ崎市．<洞・教>

浦田健作(2002b)：平尾台グランドワーク野焼きシンポジウム．ケイビングジャーナル，(18)，p

4．ケイビングジャーナル：竜ヶ崎市．<利・保・観>

浦田健作(2002c)：平尾台に上水道給水開始．ケイビングジャーナル，(18)，p4．ケイビングジ

ャーナル：竜ヶ崎市．<保>

浦田健作(2002d)：平尾台に大量粗大ごみ．ケイビングジャーナル，(18)，4-5．ケイビングジャ

ーナル：竜ヶ崎市．<保>

山本 穣(2002a)：地形．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，2=1-26．苅田』

町環境保全課：福岡県苅田町．<地・保・教・観>

山本 穣(2002b)：地質．苅田町環境保全課編『苅田町自然環境調査研究報告書 ，3=1-37．苅田』

町環境保全課：福岡県苅田町．<地・古・保・教・観>

吉村和久(2002)：カルストと地球環境．石灰石，(319)，69-80．石灰石鉱業協会：東京都．

<地・生・水・洞・保・変>

吉村和久・市丸直人・能登征美・浦田健作(2002)：陸域炭酸塩トゥファによる北九州の過去130

年間の大気汚染の抽出．日本洞窟学会第28回大会講演要旨，21-22．日本洞窟学会：山口県秋

芳町．<地・洞・変>

吉村和久・市丸直人・松岡史郎・能登征美・浦田健作(2002)：陸域炭酸塩トゥファによる北九州

の過去130年間の大気汚染情報の抽出．2002年度日本地球化学会年会(鹿児島)講演要旨集．日



本地球化学会：東京都．<地・洞・変>

吉村和久・能登征美・井倉洋二・浦田健作(2002)：洞窟形成における地下深部由来の二酸化炭素

の役割‐安定同位体比による深部由来二酸化炭素の探索‐．日本洞窟学会第28回大会講演要

旨，30-31．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

Karst and caves and theirYoshimura, Kazuhisa and Kensaku Urata eds 2002( )：『

conservation in Japan - Japan International Cooperation Agency Program for

， ． ： ．<地・古・水・洞・Counterpart Training』 65p Caving Information Centre Fukuoka

観・変>

[吉村和久・浦田健作編：日本のカルストと洞窟とその保全 - 国際協力事業団カウンターパー

ト訓練プログラム．ケイビング・インフォメーション・センター：福岡市．]

【関連】

赤嶺辰之介・豊原富士夫(2002)：九州三郡帯の地質構造‐特にパイルナップ構造について‐．日

本地質学会編『日本地質学会第109年学術大会講演要旨 ，p50．日本地質学会：東京都．<地>』

福本みゆき・上野禎一(2002)：スカルン化の実験的研究Ⅰ‐福岡県三ノ岳の場合‐．日本地質学

会西日本支部会報，(119)，p5．日本地質学会西日本支部：熊本市．<地>

神山洋平・棟上俊二(2002)：福岡県若宮‐篠栗地域の三郡帯緑色片岩の起源について．日本地質

学会西日本支部会報，(121)，p8．日本地質学会西日本支部：福岡市．<地>

苅田町教育委員会文化係(2002)： 苅田町の文化遺産：国・県・町指定史跡物件の部 ．苅田町『 』

教育委員会：福岡県苅田町．<地・生・洞>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002a)：韓国・三陟市へ行こう！三陟市世界洞窟博覧

会参加ツアー募集．広報かんだ 2002年4月25日号，(1054)，4-5．苅田町：福岡県苅田町．<

洞・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002b)：アジア最大の洞窟を満喫．韓国・三陟市「世

界洞窟博覧会」参加ツアー．広報かんだ 2002年8月10日号，(1061)，8-9．苅田町：福岡県

苅田町．<洞・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2002c)：合併50周年記念誌編集室だより 昭和14年の

神ノ島は平らな島だった？．広報かんだ 2002年11月10日号，(1067)，2-3．苅田町：福岡県

苅田町．<歴>

熊谷信孝(2002)： 貫・福智山地の自然と植物 ，235p．海鳥社：福岡市．<地・生・保・教>『 』

西村祐二郎(2002)：周防変成岩とOtago Schist．日本地質学会西日本支部会報，(121)，1-2．日



本地質学会西日本支部：福岡市．<地>

<2003年>

敦賀啓一郎(2003)：いのちのたび博物館だより 所蔵品シリーズ 「歴史」ゾーン〈28〉平尾台

に残された縄文時代の石器．ひろば北九州，(205)，p22．北九州都市協会：北九州市 〈歴〉．

鮎沢 潤・杉本敏樹・浦田健作・吉村和久(2003)：平尾台千仏洞の洞窟鉱物．北九州大会実行委

員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p19．北九州大会実行委員』

会：北九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，p18．日本洞窟学会：山口県秋芳町．

<地・洞>

Bella, Pavel 2003 Zarovnané stropy Morfoskulptúrne planárne formy jaskynného( )： ‐

georeliéfu. , XLI, 7-27. Vydalo SlovenskéSlovenský kras Acta carsologica slovaca( )

： š <地・洞>múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovskom Mikulá i, Slovakia.

[パヴェル・ベラ：溶食水平天井‐洞窟ジオリリーフにおける侵食水平形態．スロヴェンスキ

ー・クラス(アクタ・カルソロジカ・スロヴァカ)，41．スロヴァキア自然保護と洞窟学博物

館：リプトフスキー・ミクラーシュ、スロヴァキア]

千葉伸幸(2003)：新酒「無法松“青龍 」限定発売．ケイビング・ジャーナル，(20)，p6．日本”

洞窟学会：山口県秋芳町．<観>

藤井厚志(2003a)：いのちのたび博物館、洞窟とカルスト展示の隠し味．北九州大会実行委員会

編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，1‐2．北九州大会実行委員会：北』

九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，p8．日本洞窟学会：山口県秋芳町 〈洞・教〉．

藤井厚志(2003b)：平尾台，龍ヶ鼻台地域の地学的重要性．北九州大会実行委員会編『日本洞窟

学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p11．北九州大会実行委員会：北九州市．/ ケ』

イビング･ジャーナル，(21)，p13．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

福岡県環境部環境政策課編(2003a)：自然環境の現況と対策 『平成14年版福岡県環境白書 ，17． 』

5-．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>

福岡県環境部環境政策課編(2003b)：大切にしたい福岡県の環境～何を大切にし、守っていきた

いか？～ 『福岡県環境総合基本計画 ，p13．福岡県環境部環境政策課：福岡市．<保・教>． 』

平尾台自然観察センター(2003a)：石のひつじだより 1月号，(29)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003b)：石のひつじだより 2月号，(30)．平尾台自然観察センター：



北九州市．

平尾台自然観察センター(2003c)：石のひつじだより 3月号，(31)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003d)：石のひつじだより 4月号，(32)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003e)：石のひつじだより 5月号，(33)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003f)：石のひつじだより 6月号，(34)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003g)：石のひつじだより 7月号，(35)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003h)：石のひつじだより 8月号，(36)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003i)：石のひつじだより 9月号，(37)．平尾台自然観察センター：

北九州市．

平尾台自然観察センター(2003j)：石のひつじだより 10月号，(38)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2003k)：石のひつじだより 11月号，(39)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

平尾台自然観察センター(2003l)：石のひつじだより 12月号，(40)．平尾台自然観察センタ

ー：北九州市．

石橋義信(2003)：カメラルポ｢平尾台自然の郷｣．ひろば北九州，(205)，27-30．北九州都市協

会：北九州市 〈洞・観・教〉．

香春町郷土史会編(2003)： 香春町歴史探訪 －知的な散歩のために－ ，郷土史誌かわら，[5『 』

6]，157p．香春町教育委員会：福岡県香春町．<地・鉱・人・歴・文・教・観>

苅田町総務部総務課秘書室秘書広報係編(2003)：青龍窟にしめ縄を飾りました．広報かんだ 20

03年1月25日号，(1071)，p18．苅田町：福岡県苅田町．<人・文>

苅田町町長公室秘書広報係編(2003)：今年も豊作!!国指定重要無形民俗文化財等覚寺松会．広報

かんだ 2003年5月10日号，(1078)，p13．苅田町：福岡県苅田町．<人・文・観>

北九州市広報室広報課(2003)：市制40周年『文化創造 北九州 ．市政だより きたきゅうしゅ』

う，平成15年3月15日(950)，p2-3．北九州市広報室広報課：北九州市 〈観〉．

北九州市立児童文化科学館(2003)：北九州自然探検隊～北九州の太古の自然を探ろう～ 《１日．

目》洞窟探検で太古にタイムスリップ．７p．北九州市立児童文化科学館：北九州市 〈教〉．

北山 真編(2003)：平尾台 『フリークライミング日本100岩場⑤中国・四国・九州 ，106-07．． 』

山と渓谷社：東京都 〈観〉．



久下洋一(2003)：平尾台の最新情報を電子メールで配信．ケイビング・ジャーナル，(19)，p5．

日本洞窟学会：山口県秋芳町．<教・観>

栗崎弘輔・浦田健作・進野 勇・吉村和久(2003)：陸域炭酸塩堆積物からの古環境情報の抽出．

北九州大会実行委員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p20．北九』

州大会実行委員会：北九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，18-19．日本洞窟学会：山

口県秋芳町．<地・洞>

黒田日出男(2003)： 龍の棲む日本 ．岩波新書831，232p．岩波書店：東京都 〈歴〉『 』 ．

講談社総合編纂室編(2003)： 自然紀行 日本の天然記念物 ，400p．講談社：東京都．<地・洞『 』

>

前田一成(2003)：平尾台訴訟について 『第46回全国学芸科学コンクール金賞作品集 ，37-55．． 』

旺文社：東京都．<地・人・利・保>

前田伸一(2003a)：カルスト台地平尾台の自然保護 今、気になること．ALPA九州，(7)，4-6．

九州高地植物保護協会：福岡市 （保・教）．

前田伸一(2003b)：第30回平尾台自然教室「地底世界だ、洞窟探検」～初心者のための洞窟探検

～．ケイビング･ジャーナル，(21)，38-41．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

無記名(2003a)：学術講演(口頭)質疑応答報告．ケイビング･ジャーナル，(21)，28-30．日本洞

窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

無記名(2003b)：平尾台の年間観光客数49万3千人．ケイビング・ジャーナル，(20)，p7．日本洞

窟学会：山口県秋芳町．<観>

＊毎日新聞2002年11月27日記事を引用．

無記名(2003c)：カルスト地形．浮田典良編『最新地理学用語辞典 ，p42．大明堂：東京都．<』

地>

無記名(藤井厚志)(2003)：写真説明 表紙 いのちのたび博物館洞窟展示のケイバー人形．ケイ

ビング･ジャーナル，(21)，p2．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

無記名(2003d)：鐘乳洞探検隊が行く！in 平尾台．外戸本(2003年8月号)，14，(9)，[183]，10-

15．文榮出版社：福岡市 〈洞・観〉．

永野宏三(2003)：平尾台自然の郷．ひろば北九州，26 （11 ，[209]，表紙．北九州都市教会：， ）

北九州市．<観>



中川良平(2003)：福岡県平尾台から新たに産出した第四紀後期の哺乳類化石群集(予報)．北九州

大会実行委員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p21．北九州大会』

実行委員会：北九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，19-20．日本洞窟学会：山口県秋

芳町．<地・洞>

SoilOkamoto, Toru(2003) Soil parent materials on karst in Japan Gergely Horváth ed.： ． 『

Effect on Karst Processes Workshop 12-16 September 2002.Budapest-Aggtelek：

， ． <地・環>Proceedings』 41-48 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.

[岡本 透：日本のカルスト上の土壌母材．土壌効果とカルスト過程ワークショップ要旨集．

エオトバス・ロランド大学：ブダペシュト．]

Ota, Yasuhiro 2003 Permian Fusulinoidae from the limestone conglomerate( )： ( )Misellina

in the Dobaru Formation of the Lower Cretaceous Wakino Subgroup, Kitakyushu City,

北九州市立自然史・歴史博物館研究報告，シリーズA，1，1-8．Fukuoka Prefecture, Japan.

北九州市立自然史・歴史博物館：北九州市．<地・古>

[太田泰弘：福岡県北九州市下部白亜系脇野亜層群道原層の石灰岩礫岩から産出したペルム紀

フズリナ ．]Misellina

太田泰弘(2003a)：自然史･歴史博物館(いのちのたび博物館)の古生物礁複合体復元模型について．

日本地質学会西日本支部会報，(123)，p7．日本地質学会西日本支部：福岡市 〈地・古〉．

太田泰弘(2003b)：北九州市に分布する非結晶質石灰岩礫の供給源について．北九州大会実行委

員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p19．北九州大会実行委員』

会：北九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，12-13．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<

地・古・洞>

尾崎 陽(2003)：平尾台洞窟祭．ケイビング･ジャーナル，(21)，41-44．日本洞窟学会：山口県

秋芳町．<地・洞>

Someya, Takashi, Yoshihiro Kohira, Koichi Inoue, Kensaku Urata and Kazuhisa Yoshimura

16th( )： 『2003 Experimental tufa deposition accelerated by cyanobacterial community.

, p195.International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Abstracts(Ⅱ)』

： <地・生>16ISEB National Organizing Committee .



[染谷 孝・小平芳裕・井上興一・浦田健作・吉村和久：実験的に促進されたシアノバクテリア

群集によるトゥファ堆積．第16回国際環境生物地球化学シンポジウム要旨集．]

染谷 孝・浦田健作(2003)：初心者のために洞窟探検---カマネコ探検隊19年の歩み---．北九州

大会実行委員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p24．北九州大会』

実行委員会：北九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，21-22．日本洞窟学会：山口県秋

芳町．<洞>

曾塚 孝(2003)：平尾台広谷湿原における表面流水と地下水系について．北九州大会実行委員会

編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p12．北九州大会実行委員会：北』

九州市．/ ケイビング･ジャーナル，(21)，p14．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

杉本敏樹・鮎沢 潤・吉村和久(2003)：北九州市平尾台千仏洞における洞窟鉱物の起源．日本地

質学会西日本支部会報，(122)，p16．日本地質学会西日本支部：福岡市．<地・洞>

田原多加示(2003)： 平尾台の麓、ヤブ蚊の羽音―よろず相談医の四十五年 ．247p．新風舎：『 』

東京都．<人>

，浦田健作(2003a)：スロバキア環境省職員，日本の観光洞保全を視察．ケイビング・ジャーナル

(19)，p4．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<洞・環>

浦田健作(2003b)：2002年夏の平尾台企画．ケイビング・ジャーナル，(19)，p4．日本洞窟学

会：山口県秋芳町．<洞・教・観>

浦田健作(2003c)：平尾台貫山で自然破壊．ケイビング・ジャーナル，(19)，4-5．日本洞窟学

会：山口県秋芳町．<保>

浦田健作(2003d)：青龍窟写真展：水と暗闇と光の中で．ケイビング・ジャーナル，(19)，p5．

日本洞窟学会：山口県秋芳町．<洞・教・観>

浦田健作(2003f)：平尾台自然の郷開園．ケイビング・ジャーナル，(20)，9-10．日本洞窟学

会：山口県秋芳町．<利・観>

浦田健作(2003g)：平尾台の洞窟の自然と探検．北九州大会実行委員会編『日本洞窟学会第29回

大会（北九州大会）講演要旨集 ，7-9．北九州大会実行委員会：北九州市．/ ケイビング･ジ』

ャーナル，(21)，9-10．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(2003h)：大会関連行事報告．ケイビング･ジャーナル，(21)，36-50．日本洞窟学会：

山口県秋芳町．<地・洞>



浦田健作(2003i)：平尾台観光洞地質･地形巡検．ケイビング･ジャーナル，(21)，44-48．日本洞

窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

浦田健作(2003j)： 平尾台観光洞地質･地形巡検案内書』9p．浦田健作：北九州市．<地・洞>『

行橋市総務部総務課広報広聴係(2003)：平尾台千仏鍾乳洞の絵ハガキ（昭和初期 ．市報ゆくは）

し，平成15年(2003年)7月15日号，(905)，p1．行橋市総務部総務課：行橋市．<洞・

観>

Karst and caves and theirYoshimura, Kazuhisa and Kensaku Urata eds. 2003( )：『

conservation in Japan Japan International Cooperation Agency Programme for‐

， ． ： ．<地・古・水・洞・Counterpart Training』 72p Caving Information Centre Fukuoka

保・変・観>

[吉村和久・浦田健作編：日本のカルストと洞窟とその保全 - 国際協力機構カウンターパー

ト訓練プログラム．ケイビング・インフォメーション・センター：福岡市．]

吉村和久(2003a)：平尾台の水と石灰岩と鍾乳石，トゥファ．北九州大会実行委員会編『日本洞

窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，3-6．北九州大会実行委員会：北九州市．/』

ケイビング･ジャーナル，(21)，10-12．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

吉村和久(2003b)：カルスト地球化学巡検．ケイビング･ジャーナル，(21)，48-50．日本洞窟学

会：山口県秋芳町．<地・洞>

：Yoshimura, K., Y.Mukai, M.Ohashi, K.Urata, Y.Inokura, M.Noto and H.Kawamura (2003)

CO flux from the soil zone in the Hirao-dai karst area, Fukuoka, Japan Gergely Horváth2 ．

Soil Effect on Karst Processes Workshop 12-16 September 2002.Budapest-Aggteleked.『 ：

， ． <地・水・生・Proceedings』 27-40 Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.

洞・環>

[吉村和久・向 陽子・大橋瑞江・浦田健作・井倉洋二・能登征美・川村：平尾台の土壌帯か

らの二酸化炭素フラックス．土壌効果とカルスト過程ワークショップ要旨集．エオトバス・

ロランド大学：ブダペシュト．]

【関連】

倉橋稔幸(2003)：音波探査記録から見た関門海峡海底の地質構造．日本地質学会編『日本地質学



会第 年学術大会講演要旨 ， ．日本地質学会：東京都．<地>110 p92』

太田泰弘(2003)：日本洞窟学会第29回大会(北九州大会)概要報告．ケイビング･ジャーナル，(2

1)，30-33．日本洞窟学会：山口県秋芳町．<洞>

柚原雅樹・佐古有希枝(2003)：小倉－田川構造線周辺における添田花崗閃緑岩の変形．日本地質

学会西日本支部会報，(122)，p29．日本地質学会西日本支部：福岡市．<地>

杉 秀峰・田中孝宜・浦田健作(2003)：北九州市門司区足立山系で発見された小石灰洞：藤松の

穴．北九州大会実行委員会編『日本洞窟学会第29回大会（北九州大会）講演要旨集 ，p29．』

北九州大会実行委員会：北九州市．/ケイビング･ジャーナル，(21)，p25．日本洞窟学会：山

口県秋芳町．<地・洞>

棟上俊二(2003)：福岡県田川郡に産する香春花崗閃緑岩のマイクロサモメトリーとその周辺部に

みられる交代作用との関連について．日本地質学会編『日本地質学会第110年学術大会講演要

旨 ，p179．日本地質学会：東京都．<地質>』

<2004年>

鮎沢 潤・藤木道雄・吉村和久(2004)：石灰岩洞窟における物質移動：福岡県北九州市平尾台，

千仏鍾乳洞の場合．日本地質学会『日本地質学会第111年学術大会講演要旨 ，p143．日本地』

質学会：東京都．<地・洞>

Aizawa, Jun and Kazuhisa Yoshimura Origin and genesis of speleothems from(2004)：

H u n g a r i a n - J a p a n e s es e l e c t e d c a v e s i n J a p a n . K a z u h i s a Y o s h i m u r a e d .『

Intergovernmental S&T Cooperation Programme : Investigation of recently discovered”

factors of karst corrosion in the Karst regions of Japan and Hungary with respect to

, p . Kyushu University Fukuoka.environmental protection”』 ７ ：

<地・洞>

鮎沢 潤・杉本敏樹・吉村和久(2004)：平尾台千仏洞の洞窟鉱物．洞窟学雑誌，28，31-39．日本

洞窟学会：山口県秋芳町．<地・洞>

Bella, Pavel 2004a Laterálne výklenky a zárezy vyh bené v skalných stenách jaský .( )： ĺ ň

( ) ň š <地・洞>Aragonit, 9 , 9-19. Správa slovenských jaský :Liptovský Mikulá , Slovakia.

[パヴェル・ベラ：洞窟岩壁に掘り込まれた水平ニッチとノッチ]



Bella, Pavel 2004b Morfoskulptúrne plana né formy jaskynného georeliéfu. Pavel Bella( )： č

ž ň čed. Výskum, vyu ívanie a ochrana jaský - 4.vedecká konferencia s medzinárodnou ú

20-34. Správa slovenských jaský :Liptovský Mikulá , Slovakia.ast'ou 5-8 októbra 2003, ň š

<地・洞>

[パヴェル・ベラ：洞窟ジオリリーフにおける水平侵食形態]

Bella, Pavel and Kensaku Urata 2004 Zarovnane stropy v jaskyniach na planine( )：

Hirao-dai a v jaskyni Kagekiyo-do v japonsku. , 9 , 66-71. Správa slovenskýchAragonit ( )

ň š <地・洞>jaský :Liptovský Mikulá , Slovakia.

[パヴェル・ベラ，浦田健作：平尾台の洞窟と景清洞の水平天井]

Bella, Pavel, L udovít Gaál and Ján Zelinka 2004 Druhá tudijná cesta slovenských’ ( )： š

jaskyniarov v japonsku. , 9 , 63-66. Správa slovenských jaský :LiptovskýAragonit ( ) ň

š <地・洞>Mikulá , Slovakia.

[パヴェル・ベラ，ルドヴィット・ガール、ヤン・ゼリンカ：スロヴァキア洞窟研究者による

第二次日本研究旅行]

Mamemachi, Eddie 2004 Limestone and Karst : A blessing of nature and the earth s( )： ’

works of art.

( ) . http://home.attne.jp/kiwi/AptNo7/ <地・水・洞>26 June, 2004 Global Reach

[エディー・マメマチ：石灰岩とカルスト：自然の息吹と地球の芸術作品]

藤井厚志(2004a)：平尾台の水文地質と地質構造．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大

会(平尾台大会)講演要旨集 ，p28．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九』

州市．<地・水>

藤井厚志(2004b)：平尾台石灰岩の構造発達史(試案)．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30

回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p15．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：』

北九州市．<地>

藤井厚志(2004c)：平尾台はどのようにしてできたか‐平尾台の地学的自然環境の特徴‐．太田

泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，60－61．日本洞窟学』

会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<地>

福岡石の会・榊 昌宏・松本徰夫・石橋 澄 (2004)：鉱物．福岡県地学ガイド編集委員会編『福



岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，200-04．コロナ社：東京都．<地>』

福岡県地学ガイド編集委員会編(2004)： 福岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，『 』

．コロナ社：東京都．237p

Fukuyama, Mayuko, Kensaku Urata and Tadao Nishiyama 2004 Geology and petrology( )：

of the Hirao Limestone and the Tagawa metamorphic rocks-with special reference to the

Journal of Mineralogical andcontact metamorphism by Cretaceous granodiorite.

. 99, 1 , 25-41. The Japanese Association of Mineralogists,Petrologial Sciences ( )

： <地>Petrologists and Economic Geologists / The Mineralogical Society of Japan Sendai.

[福山繭子・浦田健作・西山忠男：平尾石灰岩層と田川変成岩類の地質学と岩石学‐特に白亜

紀花崗閃緑岩による接触変成作用について．日本岩石鉱物鉱床学会 日本鉱物学会]/

浜田典子・中川良平・浦田健作(2004)：平尾台青龍窟洞口ホールから産出した馬の歯について．

太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p27．日本洞窟学』

会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<古・洞>

．長谷川善和・小原 巖・曾塚 孝(2004a)：石灰岩洞窟内で発見された九州産ニホンオオカミ遺骸

群馬県立自然史博物館研究報告，(8)，57-77．群馬県立自然史博物館：富岡市．<生・洞>

．長谷川善和・小原 巖・曾塚 孝(2004b)：石灰岩洞窟内で発見された九州産ニホンオオカミ遺骸

太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p11．日本洞窟学』

会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<生・洞>

畑中健一(2004a)：北九州の植物(69) ヒゴスミレ．わたしたちの自然史，(87)，p14．北九州市

立自然史・歴史博物館自然史友の会：北九州市．<生>

』 ．畑中健一(2004b)：植物．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，113-134．行橋市：行橋市

<生>

平尾台自然観察センター(2004a)：石のひつじだより 平成16年1月号，(41)．平尾台自然観察セ

ンター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004b)：石のひつじだより 平成16年2月号，(42)．平尾台自然観察セ

ンター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004c)：石のひつじだより 平成16年3月号，(43)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．



平尾台自然観察センター(2004d)：石のひつじだより 平成16年4月号，(44)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004e)：石のひつじだより 平成16年5月号，(45)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004f)：石のひつじだより 平成16年6月号，(46)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004g)：石のひつじだより 平成16年7月号，(47)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004h)：石のひつじだより 平成16年8月号，(48)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004i)：石のひつじだより 平成16年9月号，(49)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004j)：石のひつじだより 平成16年10月号，(50)．平尾台自然平尾

台自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004k)：石のひつじだより 平成16年11月号，(51)．平尾台自然平尾

台自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2004l)：石のひつじだより 平成16年12月号，(52)．平尾台自然平尾

台自然観察センター：北九州市．

平凡社地方資料センター編(2004)： 日本歴史地名大系 41 福岡県の地名 ，1587，1fg．平凡『 』

社：東京都．<地・歴・人>

唐木田芳文(2004a)：福岡県のおいたち．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド

福岡県の地質とそのおいたち ，1-22．コロナ社：東京都．<地>』

唐木田芳文(2004b)：花崗岩．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，85-98．行橋市：行橋』

市．<地>

北九州市広報室広報課編(2004)：北九州市の宝物その40 国指定天然記念物 千仏鍾乳洞（小倉

南区 ．市政だより きたきゅうしゅう，(984)，p8．北九州市広報室広報課：北九州市．<観）

>

小池史哲(2004)：自然の恵みと人々のくらし‐縄文時代-．行橋市史編纂委員会編『行橋市史



上巻 ，183-236．行橋市：行橋市．<人>』

久下洋一(2004)：環境体験自然公園への取り組み．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回

大会(平尾台大会)講演要旨集 ，55-56．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：』

北九州市．<保・教・観>

Kurisaki, Kousuke, Shinji Sugihara and Kazuhisa Yoshimura 2004 Reading annual( )：

b a n d i n g s f r o m l a y e r e d t e r r e s t r i a l c a r b o n a t e s . K a z u h i s a Y o s h i m u r a e d .

Hungarian-Japanese Intergovernmental S&T Cooperation Programme : Investigation『 ”

of recently discovered factors of karst corrosion in the Karst regions of Japan and

, p9. Kyushu University Fukuoka.Hungary with respect to environmental protection”』 ：

<地・洞・環>

栗崎弘輔・杉原真司・吉村和久(2004)：トゥファから北九州工業地帯の大気汚染変遷を読み解く．

太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p14．日本洞窟学』

会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<地・環>

みうらじゅん( )：尻振り祭りの巻 『とんまつり 日本全国とんまな祭りガイド ，2004 JAPAN． 』

．集英社文庫：東京． <人・観>51-63

Nakagawa, Ryohei 2004 Late Quaternary mammalian faunal succession in Hiraodai( )：

k a r s t p l a t e a u , F u k u o k a P r e f e c t u r e , J a p a n . K a z u h i s a Y o s h i m u r a e d .

Hungarian-Japanese Intergovernmental S&T Cooperation Programme : Investigation『 ”

of recently discovered factors of karst corrosion in the Karst regions of Japan and

, p8. Kyushu University Fukuoka.Hungary with respect to environmental protection”』 ：

<地・古・洞・環>

中川良平・吉村和久(2004)：福岡県平尾台牡鹿洞Chamber2から産出した第四紀後期哺乳類化石群

集について．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p26．』

日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<古・洞・環>

西村祐二郎(2004)：変成岩．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，76-84．行橋市：行橋』

市．<地>

貫山・平尾台トレッキングワールド連絡会議編(2004)：貫山・平尾台トレッキングマップ．貫

山・平尾台トレッキングワールド連絡会議：北九州市．<教・観>



岡崎美彦(2004)：大型脊つい動物化石．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド

福岡県の地質とそのおいたち ，222-225．コロナ社：東京都．<地・古>』

大野睦子( )：北九州の植物( ) カキツバタ．わたしたちの自然史，( )， ．北九州市2004 71 90 7-8

立自然史・歴史博物館自然史友の会：北九州市．<生>

小野 孝・内田唯史(2004)：超高感度トレーサ法による平尾台の地下水流動調査．太田泰弘・染

谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p13．日本洞窟学会第30回大会』

(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<水>

太田正道(2004a)：地形．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，63-72．行橋市：行橋市．』

<地>

太田正道(2004b)：第四紀層．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，98-112．行橋市：行』

橋市．<地>

太田正道(2004c)：気候．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，41-61．行橋市：行橋市．』

<気>

太田正道(2004d)：行橋市域の地質概説．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，73-76．行』

橋市：行橋市．<地>

太田正道(2004e)：行橋市の位置と市域．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上巻 ，39-40．行』

橋市：行橋市．<地・人>

太田泰弘(2004)：北九州市における非結晶質石灰岩礫の新産地について．北九州市立自然史・歴

史博物館研究報告，シリーズA，2，1-6．北九州市立自然史・歴史博物館：北九州市．

<古>

太田泰弘・染谷 孝編(2004)： 日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ．65p．日本『 』

洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<地・水・洞・生・古・人・歴・

環・利・鉱・保・教・観>

宗 正憲(2004)：平尾台の自然観察と保護への取り組み．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第

30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，52-54．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員』

会：北九州市．<保・教・観>

．染谷 孝・飛鷹和久・木村洋紀・中村喜幸・浦田健作(2004)：カマネコ探検隊20年の奇跡の軌跡

太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p10．日本洞窟学』



会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<洞・保・教・観>

曾塚 孝(2004)：中谷・東谷地域の地質．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド

福岡県の地質とそのおいたち ，51-54．コロナ社：東京都．<地・古>』

曾塚 孝・藤井厚志(2004)：平尾台．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福

岡県の地質とそのおいたち ，58-63．コロナ社：東京都．<地>』

瀧本伸一編(2004)： 2004年度新入生歓迎合宿における不動穴での事故報告書 ．16p＋1fg．九『 』

州大学探検部：福岡市．<洞>

浦田健作(2004a)：平尾台カルスト環境の特徴とその保全への取り組み．わたしたちの自然史，

(89)，18-19．北九州市立自然史・歴史博物館自然史友の会：北九州市．<環・保>

浦田健作(2004b)：平尾台カルストの人文環境の特徴．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30

回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p62．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：』

北九州市．<水・生・人・歴・環・利・鉱・保・観>

浦田健作編(2004)： 日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)案内 ．14p．日本洞窟学会第30回大『 』

会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<地・水・洞・生・人・歴・環・保・教・観>

浦田健作・福山繭子・西山忠男(2004)：平尾石灰岩層の地質学上の問題点に対する新しい観察と

解釈．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，p12．日本』

洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委員会：北九州市．<地>

吉野了嗣(2004)：平尾台に新しい学校をつくる取り組み．太田泰弘・染谷 孝編『日本洞窟学会

第30回大会(平尾台大会)講演要旨集 ，57-59．日本洞窟学会第30回大会(平尾台大会)実行委』

員会：北九州市．<教>

吉留秀敏(2004)：京都平野のあけぼの―旧石器時代―．行橋市史編纂委員会編『行橋市史 上

巻 ，143-82．行橋市：行橋市．<人>』

【関連】

藤井厚志(2004a)：長野の岩海地形．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福

岡県の地質とそのおいたち ，63-67．コロナ社：東京都．<地・洞>』

藤井厚志(2004b)：北九州市小倉南区の間欠冷泉，満干の潮にみられる地球潮汐の影響．日本地

質学会『日本地質学会第111年学術大会講演要旨 ，p288．日本地質学会：東京都．<地・水・』



洞>

唐木田芳文・榊 昌宏(2004)：瑞梅寺ダム‐井原山周辺の変成岩と花こう閃緑岩．福岡県地学ガ

イド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，161-66．コロナ』

社：東京都．<地・洞>

坂井 卓・竹下 壽・唐木田芳文(2004)：津屋崎町渡半島の地質．福岡県地学ガイド編集委員会編

『福岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，121-29．コロナ社：東京都．』

<地・洞>

澤村昌俊(2004)：古処山の変成岩類．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福

岡県の地質とそのおいたち ，167-71．コロナ社：東京都．<地>』

曾塚 孝(2004a)：洞くつ．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福岡県の地質

とそのおいたち ，198-200．コロナ社：東京都．<地・洞>』

曾塚 孝(2004b)：天然記念物・温泉．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福

岡県の地質とそのおいたち ，197-98．コロナ社：東京都．<地・洞>』

曾塚 孝・藤井厚志(2004)：鱒淵ダム付近の地質．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学

のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，54-58．コロナ社：東京都．<地・水>』

岡崎美彦志(2004)：泌の湧泉とナウマンゾウ化石．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学

のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，p89．コロナ社：東京都．<地>』

松本徰夫・唐木田芳文(2004)：糸島半島の基盤岩類と玄武岩類．福岡県地学ガイド編集委員会編

『福岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，155-61．コロナ社：東京都．』

<地・洞>

松本徰夫・曾塚 孝・藤井厚志(2004)：香春岳‐岩屋地域の地質と鉱物．福岡県地学ガイド編集

委員会編『福岡県地学のガイド 福岡県の地質とそのおいたち ，84-90．コロナ社：東京都．』

<地・古・水>

西村祐二郎(2004)：周防帯と蓮華帯，ならびにそれらの広がり．日本地質学会西日本支部会報，

(125)，45-47．日本地質学会西日本支部：東広島市．<地>

竹下 壽(2004a)：相島の玄武岩．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福岡県

の地質とそのおいたち ，119-21．コロナ社：東京都．<地・洞>』

竹下 壽(2004b)：蓑島と神ノ島の結晶片岩．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイ



ド 福岡県の地質とそのおいたち ，67-69．コロナ社：東京都．<地>』

富田宰臣(2004)：姪浜の第三紀層．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガイド 福岡

県の地質とそのおいたち ，149-51．コロナ社：東京都．<地・洞>』

百合野俊彦(2004)：門司の梅花石と関門層群．福岡県地学ガイド編集委員会編『福岡県地学のガ

イド 福岡県の地質とそのおいたち ，23-29．コロナ社：東京都．<地>』

<2005年>

藤井厚志(2005)：中国・北九州地方におけるカルスト発達史編年の仮説．日本地質学会西日本支

部会報，(126)，p33．日本地質学会西日本支部：東広島市．<地>

平尾台自然観察センター(2005a)：石のひつじだより 平成17年1月号，(53)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005b)：石のひつじだより 平成17年3月号，(56)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005c)：石のひつじだより 平成17年4月号，(57)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005d)：石のひつじだより 平成17年5月号，(58)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005e)：石のひつじだより 平成17年6月号，(59)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005f)：石のひつじだより 平成17年7月号，(60)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005g)：石のひつじだより 平成17年8月号，(61)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005h)：石のひつじだより 平成17年9月号，(62)．平尾台自然平尾台

自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005i)：石のひつじだより 平成17年10月号，(63)．平尾台自然平尾

台自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005j)：石のひつじだより 平成17年11月号，(64)．平尾台自然平尾



台自然観察センター：北九州市．

平尾台自然観察センター(2005k)：石のひつじだより 平成17年12月号，(65)．平尾台自然平尾

台自然観察センター：北九州市．

京築の会編(2005)： 京築を歩く わが町再発見・全60コース ，127＋8p．海鳥社：福岡市．<『 』

地・人・歴・文>

北九州市環境局(2005)：魅力が満載！北九州市の自然．北九州市環境局環境政策部都市環境管理

課：北九州市．14p．<地・観>

．北九州市広報室広報課編(2005)：平尾台を歩く．市政だより きたきゅうしゅう，(1010)，1-3

北九州市広報室広報課：北九州市．<観>

小倉南区役所まちづくり推進課(2005)：エス・マップ．春夏秋冬 小倉南区まるごとガイドブッ

ク．18p．小倉南区役所まちづくり推進課：北九州市．<観>

長嶺正秀(2005)：象化石発見とその後．小野剛史・長嶺正秀編『軌跡 かんだの歴史 苅田町合

併50周年記念誌 ，p13．苅田町：福岡県苅田町．<古・洞・歴>』

長嶺正秀・小野剛史(2005)：苅田の歴史．小野剛史・長嶺正秀編『軌跡 かんだの歴史 苅田町

合併50周年記念誌 ，1-159．苅田町：福岡県苅田町．<地・歴・人>』

村上利男(2005)：JR日田彦山線｢金辺隧道石額｣．郷土史誌かわら，[59]，表紙＋表1．香春町教

育委員会：福岡県香春町．<地・歴>

西山忠男(2005)：三郡帯．日本の地質増補版編集委員会編『日本の地質増補版 ，315-17．共立』

出版：東京都．<地>

大野睦子(2005)：北九州市に産するヒルムシロ属の種間の人工授粉実験 インバモの正体は？．

わたしたちの自然史，(91)，9-13．北九州市立自然史・歴史博物館自然史友の会：北九州市．

<生>

植田規容子(2005)：苅田町50年のあゆみ．小野剛史・長嶺正秀編『軌跡 かんだの歴史 苅田町

合併50周年記念誌 ，1-63．苅田町：福岡県苅田町．<古・洞・歴・人・鉱・教>』

【関連】

荻野慎太郎・大塚裕之(2005)：中期更新世松ヶ枝脊椎動物化石群とその地質時代．日本地質学会

西日本支部会報，(126)，p45．日本地質学会西日本支部：東広島市．<地・古>



平松和夫(2005)：鉱物に魅せられて．郷土史誌かわら，[59]，2-10．香春町教育委員会：福岡県

香春町．<地・鉱・歴・観>

北九州市下水道概成記念誌編纂委員会編(2005)：ドリーネ陥没．北九州市下水道概成記念誌編纂

委員会編『水きらめく環境首都 ，p45．北九州都市協会：北九州市．<地・土>』

＊目録作成にご協力いただいた以下の方々に深く感謝いたします（敬称略 ．）

藤井厚志（元北九州市立自然史・歴史博物館 ，福岡県平尾台自然観察センター，権藤清輝（カ）

マネコ探検隊 ，石原与四郎（福岡大学理学部 ，石川典彦（国土地理院 ，北九州市立中央図書） ） ）

館，小堀雄三（パイオニアケイビングクラブ ，真部広紀（佐世保工業高等専門学校 ，松本高） ）

志（青龍クラブ ，中川良平（カマネコ探検隊 ，成海修一（吉田東伍記念館 ，岡本 透（森林） ） ）
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＊この目録に記載されていない平尾台に関連する文献をご存知でしたらお知らせいただくようお

願いします。
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