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鎌 田 泰 彦 (編 )

凡   例

① 表層地質図幅名 (1/50,000)(発 行順)

② 調査年,発行年月

③ 著者名 (発行年):表題 掲載誌名 巻,号,ページ。 (発行所)

1。 長 崎 (1974) 昭和48年調査,昭和49年 3月 発行

地質調査所 (1965):20万 分の 1 地質図幅「長崎」

堀口 承明 (1963):牧 島の地質 長崎大学芸自然科学研報 14,49-54.

鎌田 泰彦 (1957):長 崎県矢上炭田東長崎町地区の古第二系層序 一矢上炭田の研究

その 1- 同上り 6,35-45.
一一一――・堀口 承明・井上 昌幸 (1973):長 崎県千々石湾の底質 ―とくに泥質堆積物の分布につ

いて 長崎大教育自然科学研報 24,61-79。

長崎県地学会 (1971):長 崎県の地学 日曜巡検ガイドブック 1-194.

大島 恒彦 (1964):長 崎県野母半島の結晶片岩 九州大学理学部研報 (地質) 7, 1,39-45。

橘  行一 (1957):長 崎市北東部喜々津町で見出された茂木植物群を含む湖成層と長崎火山(長崎火山

周縁の化石湖の研究 (1)長崎大学芸自然科学研報 6,29-34。

山崎 達雄・松本 径夫・菰田 正俊 (1965):諫 早炭田の地質 (付,九州北西部諸炭田との関係) 九

州大生産研報告 40, 7-25。

2。 大 村 (1974) 昭和48年調査,昭和49年 3月 発行

鎌田 泰彦 (1968):長 崎県西彼杵 0野母半島の珪石鉱床 九州鉱山学会誌 36,11, 1-10.

松井 和典 0水野 篤行 (1966):5万分の 1 地質図幅「大村」 地質調査所.

松本 イ壬夫 (1973):多 良岳火山区地質図 国立公園協会.

3。 肥前小浜 (1974) 昭和48年調査,昭和49年 3月 発行

赤木  健 (1935):7万 5千分の 1 地質図幅「島原」 地質調査所.

―一一―一 (1936):7万 5千分の 1 地質図幅「回之津」 地質調査所。

鎌田 泰彦 0堀回 承明・井上 昌幸 (1973):長 崎県千々石湾の底質 ―とくに泥質堆積物の分布につ

いて一 長崎大教育自然科学研報 24,61-79
SENDO, T。 , R/1ATSUMOTO, H.and IIⅥAMURA, R。 (1967): G}eology and Petrography of lUnzen

Volcano.Kumamoto Jour.Sci.,Ser.B,sec。 1,Geol。 ,vol,7,no.1,p.31-89.

山崎 達雄。松本 征夫 0菰田 正俊 (1965):諫 早炭田の地質 (付,九州北西部諸炭田との関係) 九

州大生産科学研究所報告 40, 7-25。

4。 平 戸 (1975)  昭和49年調査,昭和50年 3月 発行

地質調査所 (1950):20万 分の 1 地質図幅「唐津」

古川俊太郎 (1970):佐世保J蹄6地域地質図 (1:25,000)地 質調査所.

岩橋  徹 (1961):北松地域およびその周辺に見られる八ノ久保砂礫層 (新称)について 一
｀
佐世保
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炭田
″

の研究 (そ の 2) 九州大学理学部研報 (地質)5, 2,80-97。

鎌田 泰彦 (1973):平 戸層に関する2, 3の新事実と問題点 長崎県地学会誌 199 8-14.

長浜 春夫 (1954):佐 世保炭田におけるいわゆる佐世保層群上部について 地調月報 5,8,413
-440。

沢田 秀穂・沢村孝之助 。今井  功・長浜 春夫 (1955):5万分の 1地質図幅  「平戸」 同説明書

1-33,地質調査所。

上治寅次郎 (1938):北 松浦炭田地質説明書  (付,地質図及断面図)1-50,北 松南部鉱業会.

山崎 達雄 。古川俊太郎・坪島  務 (1971):佐 世保炭田北東部における佐々川断層 松下久道教授記

念論文集 419-431。

5.佐世保 (1975) 昭和49年調査,昭和50年 3月 発行

地質調査所 (1965):20万 分の 1地質図幅「長崎」

古川俊太郎 (1969):佐 世保炭田佐世保市南西部地域地質図ならびに説明書 日本炭田図 Ⅸ, 1-35,

地質調査所.

一一一―― (1970):佐 世保北部地域地質図 (1:25,000)地 質調査所.

―一――― (1974):佐 世保炭田南西部地域地質図ならびに説明書 日本炭田図 畑,1-10,地 質調査

所.

岩橋  徹 (1960):長 崎県北松浦郡九十九島0佐々地区の杵島層群の層序 と地質構造 一
｀
佐世保炭田

″

の研究 (そ の 1) 九州大学理研報 (地質)5, 1, 1-13。

―一――一 (1961a):北松地域およびその周辺に見られる八ノ久保砂礫層 (新称)について一
｀
佐世保

炭田
″

の研究 (そ の 2) 同上 5, 2,80-97。

一一一―一 (1961b):佐世保炭田に分布する相ノ浦層群の総括的層序,岩相変化,堆積状況について

―
｀
佐世保炭田

″
の研究 (そ の 3) 同上 5, 3,111-128.

長浜 春夫 (1954):佐 世保炭田におけるいわゆる佐世保層群上部について 地質調査所月報 5, 8,

413--440。

―一――一 (1965):斜 層理からみた北西九州第二紀層の堆積 地質調査所報告 211, 1-66。

野田 光雄 (1957):唐 津・佐世保両炭田内の地辻 りについて 九州鉱山学会誌 25,11,443-452。

佐世保市企画部 (1966):佐 世保市地質図 (付,ボーリング柱状図)佐世保市役所.

沢田 秀穂 (1958):北 松炭田地質図 0同説明書 日本炭田図 H, 1-130,地 質調査所.

浦田 英夫 (1956):い わゆる野島層について 九州大学教養部地学研報 2,47-56.
上治寅次郎 (1938):Jヒ 松浦炭田地質説明書 (付,地質図及断面図) 1-50,北 松南部鉱業会.

6。 佐世保南部 (1975)  昭和49年調査,昭和50年 3月 発行

地質調査所 (1965):20万 分の 1地質図幅「長崎」

古川俊太郎 (1969):佐 世保炭田佐世保市南西部地域地質図ならびに説明書 日本炭田図 Ⅸ, 1-35,

地質調査所.

井上 英二 (1964):西 彼杵半島西部の古第二系ならびに西彼杵層群下部の堆積環境 地質調査所月報

15,  3, 28--50。

岩橋  徹 (1961):佐 世保炭田に分布する相ノ浦層群の総括的層序,岩相変化 堆積状況について

一
｀
佐世保炭田

″
の研究 (そ の 3) 九州大学理研報 (地質)5, 3,111-128。
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鎌田 泰彦 (1968):長 崎県西彼杵・野母半島の珪石鉱床 九州鉱山誌 36,11, 1-10。

長浜 春夫 (1962):長 崎県崎戸松島炭田呼子 ノ瀬戸断層運動について 地質学雑誌 68,799,199

-208.

―一一――・松井 和典 (1958):5万分の 1地質図幅「蛎ノ浦」同説明書 1-66,地質調査所.

野田 光雄 0牟田 邦彦 (1957):長 崎県西彼杵半島の地質構造 九州大学教養地学研報 4,17-21.
阪口 和則 0迎  満康 (1969):西 彼杵半島北東部及び針尾島南西部の地質について 南窓 (佐世保南

高)15; 6-12.

佐世保市企画部 (1966):佐 世保市地質図 (付,ボーリング柱状図)佐世保市役所.

内田 義信 0牟田 邦彦 (1958):北 部九州の滑石鉱床  (第 2報)― 西彼杵型滑石鉱床について一

地質学雑誌 64,757,494-515。

7.早  岐 (1976) 昭和50年調査,昭和51年 3月 発行

木下 亀城 (1964):長 崎県川棚のいわゆる珪酸白土 九州鉱山学会誌 32, 3,77-78。

松井 和則 (1975):多 良岳北西の新第二紀火山岩類 日本地質学会第82年学術大会講演要旨集 197.

松本 径夫 (1973):多 良岳自然公園候補地学術報告書 (地形・地質) 国立公園協会  1-38.

野田 光雄 0朱雀 智介 (1955):声 屋 。西彼杵 0佐世保 3層群の層位関係について 地質学雑誌 61,

715, 150--161。

野田 光雄 0牟田 邦彦 (1959):長 崎県東彼杵君阿|1棚・彼杵付近の褐鉄鉱層 九州大学教養地学研究報

告 6, 9-20。

小倉  勉 (1919):多 羅岳火山地質調査報文 震災予防調査会報告 90, 1-49。

阪回 和則 0迎  満康 (1970):東 彼杵郡川棚町付近の地質について 南窓 (佐世保南高) 16,30
-39。

一一――-0-― 一一― (1971):東 彼杵郡東彼杵町付近の地質について 南窓 (佐世保南高)17, 1

-6。

一一一―-0-― ――― (1973):早 岐～嬉野地区の地質について 長崎県高校理科研究会会誌 12,44

-55。

佐世保市企画部 (1966):佐 世保市地質図 (付,ボーリング柱状図)佐世保市役所。

高橋 良平・植田 芳郎 0岩橋  徹 (1957):杵 島層群の研究 (そ の 2)針尾島 。早岐・有田周辺の岩

相 と地質構造について 地質学雑誌 63,739,207-216。

上野 三義 (1960):佐 賀県有田町および長崎県波佐見町付近の陶石鉱床 地質調査所月報 11, 3,

115--172。

山崎 達雄 (1953):唐 津炭田の層序 地質学雑誌 59,696,403-419。

一―一一―・野田 光雄 0種子田定勝・橋本  勇 (1954):佐 賀炭田地質図 (1/50,000)佐賀県.

8.神  浦 (1976)  昭和50年調査,昭和51年 3月 発行

井上 英二 (1964):西 彼杵半島西部の古第二系,な らびに西彼杵層群下部の堆積環境 地質調査所月報

15,  3, 28--50。

鎌田 泰彦 (1968):長 崎県西彼杵・野母半島の珪石鉱床 九州鉱山学会誌 36,11, 1-10。

一一一―一 (1974):外 海町の地質 外海町誌 157-166.

長浜 春夫 (1962):長 崎県崎戸松島炭田呼子ノ瀬戸断層運動について 地質学雑誌 68,799,199
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-208。

長尾  巧 (1975):九 州古第二紀層の層序 (1926-1928) 〔集成復刻版〕 長崎県地学会.

大築洋之助 (1910):長 崎県西彼杵郡松島媒田地質報文 地質調査所報告 18.

野田 光雄・牟田 邦彦 (1957):長 崎県西彼杵半島の地質構造 九州大学教養部地学研究報告 4,17
-21。

内田 義信・牟田 邦彦 (1958):北 部九州の滑石鉱床 (第 2報)―西彼杵型滑石鉱床について一 地質

学雑誌 64,757,494-515。

9。 野母崎 (1976) 昭和50年調査,昭和51年 3月 発行

広川  治 0水野 篤行 (1962):5万分の 1地質図幅  「肥前高島,野母崎」 地質調査所.

猪木 幸男 0柴田  賢 0服部  仁 (1976):野 母半島の変はんれい岩複合岩体および 4億年基盤岩

日本地質学会第83年総会 0年会 (於信州大学)講演集 294.

岩崎 正夫 (1953):長 崎県低変成度結晶片岩地域の構造的諸特性 地球科学 13,19-21.

――――― (1954):長 崎県樺島の接触変成岩 徳島大学学芸紀要 (自 然科学) 4,98-102。

鎌田 泰彦 (1968):長 崎県西彼杵・野母半島の珪石鉱床 九州鉱山学会誌 36,11, 1-10。

牟田 邦彦 (1954):長 崎県蚊焼村に於ける磁鉄鉱化作用 (I)仁⊃ 岩石鉱物鉱床学会誌 38, 1,31
--40;38,  2, 61--69。

西村 暉希 (1970):長 崎県の beachrock(1)西 彼杵郡野母崎町にみられる beachrock 脇岬礫岩

(仮称)長 崎北高論叢  1, 1-18。

大島 恒彦 (1955,も 7,も8):長崎県野母半島の交代岩類について (lX2X3)佐賀大学教育研究論文集

5, 101--112: 7, 89--102: 8, 17--34.

(1964):長 崎県野母半島の結晶片岩 九州大学理学部研究報告 (地 質学)7, 1,39
-45.

10。 島原 0荒尾 (1977)  昭和51年調査,昭和52年 3月 発行

赤木  健 (1935):7万 5千分の 1「島原」地質図幅 地質調査所。

有明海研究グループ (1965):有 明・不知火海域の第四系 ― とくに有明軟弱粘土について一 地団研専

報 11, 1-86。

古川 博恭 (1965):長 崎県の地下水 ― とくに地層 と地下水 との関係について― 長崎県地学会誌

6, 1-8。

本間不二男 (1936):雲 仙岳 (日 本火山誌 第 2輯)火 山 3, 1,74-123。

片山 信夫 (1974):島 原大変に関する自然現象の古記録 九州大学理学部島原火山観測所研究報告

9,  1-45。

駒田亥久雄 (1916):温 泉岳火山地質調査報文 震災予防調査会報告 84, 1-108, 1-29図 版 .

村上  笙 (1975):島 原半島水理地質図 地質調査所

太田 一也 (1973):島 原半島における温泉の地質学的研究 九州大学理学部島原火山温泉研究所研究

報告 8, 1-33。

SENDO,T.,Ⅳ IATSUMOTO,H.and IMAMURA,R。 (1967): Geology and Petrography of Unzen

Volcano.Kumamoto Jour.Sci。 ,Vol.7,no.1,pp.31-39。
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11。 日之津・三角 (1977) 昭和51年調査,昭和52年 3月 発行

赤木  健 (1935):7万 5千分の 1「 口之津」 地質図幅 地質調査所。

井上 正昭 (1953):長 崎県島原半島南部の古第二紀層について 福岡学芸大学紀要 3,21-30。

村上  笙 (1975):島 原半島水理地質図 地質調査所

太田 一也 (1973):島 原半島における温泉の地質学的研究 九州大学理学部島原火山温泉研究所研究

報告 8, 1-33.

大塚 裕之 (1966):回 ノ津層群の層序および堆積物 一ロノ津層群の地史学的研究 その 1- 地質

学雑誌 72, 8,371-384.

一―――― (1966):回 ノ津層群の地質構造 0化石および対比 一ロノ津層群の地史学的研究 その 2-
地質学雑誌 72,10,491-501。

一一一一― (1971):津 波見背椎動物化石群の産状および津波見植物遺体群集について 鹿児島大学理

学部紀要 (地学・生物学) 4,31-41。

浦田 英夫 (1959):長 崎県島原半島南端の古第二系について 九州大学教養部地学研究報告 6,21
-28。

12.生 月・志々伎
°
(1978) 昭和52年調査,昭和53年 12月 発行

長  充功 (1977):平 戸島南部の地質学的研究 長崎大学教育学部卒業研究報告 (手記).

藤 永 建 設 (1969):生 月島の地すべ り 1-7.
東浜 秀昭 0辻  和毅 0温湯 勝相 0安達 秀男 0藤野 俊雄 0今増 俊明 (1972):長 崎県平戸島南

部の火山地質について 日本地質学会西日本支部会報 56, 1-2.
今井  功 。松井 和典・水野 篤行 。長浜 春夫 (1965):20万 分の 1地質図「長崎」 地質調査所 .

鎌田 泰彦 (1966):平 戸市南飯良地区地すべ り調査報告 長崎県農林部耕地課  1-11.

―――一一 (1966):生 月町松本第二地区地すべ り調査報告 同上  1-13。

―――一一 (1966):平 戸市主師地区地すべ り調査報告 同上  1-11.
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