
宇都宮市立図書館所蔵の地域資料の中から，宇都宮市の雀宮地区の歴史に関する資料をまとめました。

配列は請求記号順になっています。

１通史・概要

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年

K202.1G/ｽ 雀宮地区の文化財 雀宮郷土史研究会／編 2010

K211G/ｳ 雀宮の歴史 宇都宮市立雀宮公民館／編 1983

K211G/ｳ 宇都宮の歴史 雀宮の歴史を学ぶ 宇都宮市立雀宮地区市民センター 2007

K211G/ﾂ 雀宮地区の郷土史 辻光義／著 2008

K211G/ﾂ 雀宮ものがたり 辻光義／著 1995

K211G/ﾂ 西原地区の歩み 辻光義／著 1997

K211G/ﾂ 歴史の里 雀宮を歩く 辻光義／著 1993

K211G/ﾂ 宇都宮市雀宮地区 西原開拓団概史 辻光義／著 1989

K310/ｳ 私たちのまちすずめのみや（第三版改訂） 宇都宮市立雀宮公民館／編 1986

２ 年代別

（１）古代～古墳時代

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K200.3/ﾊ

    

（図説）とちぎ古代文化の源流を探る

旧石器時代～弥生時代

塙静夫／著 1973 石川坪遺跡，裏山南

遺跡，上坪遺跡，上

坪新田遺跡，二軒屋

遺跡，西原北遺跡，

針ヶ谷遺跡，二子塚

遺跡，見明遺跡，若

松原遺跡

K202/ｵ

    

栃木県の考古学 大和久震平／著

塙静夫／著

1972 愛宕塚古墳

K202/ｼ

    

下野考古学 １

雀宮周辺の分布調査

下野考古学研究会／

編

1980

K202/ｼ 下野考古学 ２

宇都宮市二軒屋遺跡発掘調査報告

下野考古学研究会／

編

1981

K202/ｼ

    

下野考古学 ３

宇都宮市雀宮町二軒屋遺跡二次調査

概報

下野考古学研究会／

編

1981

K202/ｼ 下野考古学 ５

宇都宮市雀宮町二軒屋遺跡三次調査

概報

下野考古学研究会／

編

1982
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K202/ｼ

    

下野考古学 １０

  

下野考古学研究会／

編

1988 宇都宮市茂原町町田

窪遺跡出土の蔵骨器

K202/ｼ 下野考古学 １３

雀宮周辺の分布調査 ２

下野考古学研究会／

編

1990

K202/ｼ 下野考古学 １６

雀宮周辺の分布調査 ３

下野考古学研究会／

編

1991

K202/ｼ 下野考古学 １８

雀宮周辺の分布調査 ４

下野考古学研究会／

編

1992

K202/ｼ 下野考古学 １９ 石川坪遺跡 下野考古学研究会／

編

1993

K202/ｼ 下野考古学 ２１

二軒屋遺跡 第二冊

下野考古学研究会／

編

1994

K202/ｼ 下野考古学 ２２

雀宮周辺の分布調査 ５

下野考古学研究会／

編

1994

K202/ｼ 下野考古学 ２４

雀宮周辺の分布調査 ６

下野考古学研究会／

編

1996

K202/ｼ 下野考古学 ２６

雀宮周辺の分布調査 補足編

下野考古学研究会／

編

1998

K202/ｼ 下野考古学 ３０

雀宮周辺の分布調査 考察編

下野考古学研究会／

編

2008

K202/ﾄ 前方後円墳の時代  栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

1988 権現山北遺跡

K202/ﾄ 古墳文化の終焉  栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

1990 針ヶ谷新田古墳群

K202/ﾄ 群集墳の時代  栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2000 東谷遺跡群，琴平塚古

墳群

K202/ﾄ 終末期古墳と官衙の成立 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2008 西下谷田遺跡，上神

主・茂原官衙遺跡

K202/ﾄ ムラから見た古墳時代 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2009 西下谷田遺跡

K202/ﾄ ムラから見た古墳時代Ⅱ  

���

栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2010 杉村遺跡，百目鬼遺

跡，権現山遺跡，東谷

遺跡群，権現山遺跡Ｂ

区（原古墳群）磯岡北

遺跡，磯岡北古墳群，

中島笹塚古墳群，立野

遺跡，西刑部西原遺

跡，琴平塚古墳群，砂

田遺跡



K202/ﾊ 探訪とちぎの古墳 塙静夫／著 2000 権現山古墳，笹塚古

墳，雀宮牛塚古墳，大

日塚古墳，大日塚西古

墳，鶴舞塚古墳，東谷

古墳群，双子塚古墳，

茂原愛宕塚古墳，茂原

古墳群

K210/ｳ   

    

宇都宮市史 １ 原始・古代編 宇都宮市史編さん委

員会／編

1979 雀宮遺跡，瑞穂野団

地遺跡

K210/ｳ 古墳時代の幕開け 宇都宮市教育委員会 2011 西下谷田遺跡，天狗

原遺跡，茂原古墳群，

牛塚東遺跡

K202.1G/ｳ 笹塚古墳とその時代 宇都宮市教育委員会 2012

K202.1G/ｸ 下野茂原古墳群 久保哲三／著 1990

（２）飛鳥・奈良・平安時代

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K202/ｼ 下野考古学 ６

上神主遺跡の古瓦

下野考古学研究会／

編

1984

K202/ﾄ 東国の初期寺院 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

1991 上神主廃寺

K202/ﾄ 古代の役所 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

1992

K202/ﾄ 律令国家の地方官衙 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2002 上神主・茂原遺跡

K202/ﾄ 律令国家の誕生と下野國 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2003 西下谷田遺跡,杉村遺

跡,上神主・茂原官衙

遺跡

K202/ﾄ 律令国家の展開 栃木県立しもつけ風土

記の丘資料館／編

2004 上神主・茂原官衙遺

跡,磯岡遺跡Ⅰ区,杉

村遺跡,磯岡北遺跡

K202/ﾄ とちぎの国指定史跡 栃木県教育委員会 2010 上神主・茂原官衙遺跡

K202/ﾄ 空から見た栃木の遺跡

      

栃木県立博物館／編 1995 茂原古墳群，笹塚古

墳

K202/ﾄ 栃木県史跡マップ とちぎ生涯学習文化

財団埋蔵文化財セン

ター／編

2010 上神主・茂原官衙遺

跡，笹塚古墳

K202/ﾊ 古代下野への誘い 塙静夫／著 2002 上神主・茂原遺跡

K202.1/ﾀ 下野國河内郡出土の古瓦 田熊清彦／著

田熊信之／著

1980



K202.1G/ｳ 宇都宮・上三川の源流をたどる 姿を

現した古代河内郡の役所跡

宇都宮市教育委員会

／編

上三川町教育委員会

／編

2015 上神主・茂原官衙遺跡

K202.1G/ｳ 上神主・茂原官衙遺跡とその時代 宇都宮市教育委員会

／編

2016 上神主・茂原官衙遺跡

K202.1G/ｳ 発掘された古代の役所 国指定史跡

上神主・茂原官衙遺跡

宇都宮市教育委員会

文化課／編

上三川町教育委員会

生涯学習課／編

2016 上神主・茂原官衙遺跡

K202.1G/ｳ 上神主・茂原官衙遺跡保存整備基本構

想

宇都宮市教育委員会

／編

上三川町教育委員会

／編

2006 上神主・茂原官衙遺跡

K210/ｳ 烽（とぶひ）と東山道 宇都宮市教育委員会 2008 上神主・茂原官衙遺跡

（３）鎌倉・室町時代

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K200/ﾊ

    

下野の歴史と文化 塙静夫／著 1973 宇都宮氏と一族の居

城

K202.1/ｳ

    

宇都宮の旧跡 宇都宮市教育委員会

社会教育課／編

1989 裳原古戦場

K210/ｳ 宇都宮一族の城 宇都宮市教育委員会 2005

K210/ｳ

    

宇都宮市史 ３ 中世通史編

  

宇都宮市史編さん委

員会／編

1981 裳原の合戦，城館跡

（４）江戸時代

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K200/ﾄ 栃木県の風土と歴史 栃木県連合教育会／

編

1976 籾摺騒動

K200/ﾄ 史跡と人物でつづる 栃木県の歴史 栃木の歴史研究会／

編

1982 もみすり騒動

K200/ﾄ 近世・下野宿町村支配者要覧 徳田浩淳／編著 1971

K200.5/ﾄ 徳田浩淳著作選集  ６  

下野の領地と村名

徳田浩淳／著 1983

K210/ｳ 宇都宮市史 ６ 近世通史編 宇都宮市史編さん委

員会／編

1982 百姓一揆と村方騒動

（籾摺騒動の経緯）

K382/ﾉ 全国の伝承江戸時代 人づくり風土

記９ ふるさとの人の知恵 栃木

農山漁村文化協会／

編

1989 籾摺騒動と鈴木源之

丞

K682/ﾂ 日光道中雀宮宿 辻光義／著 1992



（５）明治時代以降

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K210/ｳ 宇都宮市史 別巻 宇都宮市史編さん委

員会／編

1981 旧町村略史

K210.7/ｳ 保存版 宇都宮今昔写真帖 郷土出版社 2010 雀宮大通りと商店街

K290/ﾋ 栃木県市町村誌 平井恒重／著 1955

K310/ﾄ 栃木県町村合併誌 第四巻 栃木県総務部地方課

／編

1957

３ 寺社

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K170/ｻ  宇都宮の神社 作新学院高等学校社会研究部／編 2008

K180/ｳ            宇都宮の寺院 宇都宮市教育委員会／編 1973

K180/ｳ   宇都宮佛教會百年誌 宇都宮仏教会／編 1987

K180/ｼ     

      

下野三十三観音札所としもつけ

の民話四十八

下野新聞社 1998 茂原観音

K710/ﾉ     下野の仏像 野中退蔵／著 1976 茂原の観音

４ 民話・伝説

請求記号 書名 著者・編者・発行者 出版年 関連項目

K388/ｳ 宇都宮の民話 宇都宮市教育委員会社会教育課／編 1983 雀の宮

K388/ｳ 雀宮のむかし話（改訂） 宇都宮市立雀宮公民館／編 1994

K388/ｶ  親と子で語るうつのみやの民話 かまどの会／編著 2011

５ その他の情報源

※紹介した URL は 2016 年現在のものです。

●「雀宮地区のホームページ」 雀宮まちづくり協議会

http://www.suzumenomiya.com/
雀宮地区の情報を発信しています。「雀宮歴史探訪」「雀宮橋伝説」等のページが見られます。

●「上神主・茂原官衙遺跡」 上三川町

http://www.town.kaminokawa.tochigi.jp/f_syougaigakusyu/kamikounusi_mobara_remains.htm
上神主・茂原官衙遺跡はどんな遺跡だったのか，周辺遺跡との関連も含め多角的に紹介しているサイ

トです。

調べ方などわからないことがありましたら，お気軽に職員にお尋ねください！


