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２．普及・啓発・研究等業務

（１）研修等
　　①全国埋蔵文化財法人連絡協議会事業への派遣
 ア　総会
  期　　日 平成23年６月16日～６月17日
  会　　場 高知県高知市（高知会館）
  派遣職員 事務局長　小笠原正道、総務係長　髙桑弘美

 イ　ブロック活動
　　　　　北海道・東北地区会議並びに同北海道・東北地区コンピュータ等研究委員会
  期　　日 平成23年10月13日～10月14日
  会　　場 北海道江別市（北海道立埋蔵文化財センター）
  派遣職員 総務課長補佐　須賀井新人

　　②埋蔵文化財担当者専門研修への派遣
 ア　文化財写真課程
  期　　日 平成23年11月27日～12月８日
  会　　場 奈良文化財研究所
  派遣職員 調査研究員　草野潤平

 イ　報告書作成過程
  期　　日 平成23年12月７日～12月16日
  会　　場 奈良文化財研究所
  派遣職員 調査研究員　天本昌希

（２）普及啓発
　　①普及啓発事業実行委員
 企画情報室：江波　　大

研修講座ふるさと考古学講座センター公開事業

市町村担当者
研修教員対象研修昔の火起こし

を探ろう
バスで遺跡を
見に行こう

遺跡を
掘ってみよう

発掘調査
速報会

センター
参観デー

子ども
ミュージアム

植松暁彦今　正幸大場正善齋藤　健水戸部秀樹天本昌希小林圭一渡辺和行

高橋　敏菊池玄輝濵田　純山木　巧氏家信行原田英明齊藤主税高桑弘美

草野潤平小野健二庄司昭一高木　茜須賀井新人小笠原伊之菅原哲文尾形知哉

髙桑　登五十嵐萌伊藤大介川崎康永向田明夫高柳俊輔福岡和彦岩崎恒平

渡部裕司安部将平板橋　龍伊藤純子佐藤智幸渡邉安奈長谷部寛山田和史

齋藤和機濱松優介後藤枝里子吉田　満

松田聡子

山田めぐみ
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　　②センター公開事業
 ア　「子どもミュージアム」
　　　　　やまがたアートライン推進事業の「夏休みこどもミュージアムめぐり」の一環として、児童・生
　　　　　徒の夏季休業中に山形県内の遺跡から見つかった出土品を展示した。
  期　　間 平成23年７月25日（月）～８月25日（木）
  会　　場 （財）山形県埋蔵文化財センター
  内　　容 展示会：「ビィーちゃんと昔の食器を見てみよう」　歴史相談室：８月15日～16日
  入場者数 74名

 イ　山形県埋蔵文化財センター参観デー　やまがた埋文祭り2012
　　　　　センターを会場に、日ごろの業務の様子を再現したり、考古学の面白さを体験を通して紹介した。
  期　　日 平成23年10月２日（日）
  会　　場 （財）山形県埋蔵文化財センター　
  内　　容 考古学体験：整理作業体験、特別収蔵室見学、石器作り見学
   体験コーナー：勾玉作り、弓矢飛ばし、ビィーちゃんクイズスタンプラリー
  入場者数 620名

 ウ　「平成23年度発掘調査速報会」
 　　センターが平成23年度に発掘調査を行った遺跡のうち６遺跡の調査成果の速報会を行った。
  期　　日 平成23年12月11日（日）
  会　　場 村山市甑葉プラザ
  内　　容 報告会：調査状況の写真をプロジェクターで紹介し、また出土品の展示も実施した。
  入場者数 202名
 

注記体験 トレース体験 保存処理体験

展示（特別収蔵室） 勾玉作り 石器作り見学

調査遺跡の発表 出土品の展示
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　　③ふるさと考古学講座
 ア　遺跡を掘ってみよう
  期　　日 平成23年７月30日（土）
  会　　場 八反遺跡（東根市）
  内　　容 遺跡の発掘体験
  参加者数 53名

 イ　バスで遺跡を見に行こう
  期　　日 平成23年10月29日（土）
  会　　場 高擶南遺跡（現県総合交通安全センター）・東の杜資料館・小田島城跡・沼袋遺跡
  内　　容 遺跡・史跡や資料館をバスで巡る体験
  参加者数 24名

 ウ　昔の火起しを探ろう
  期　　日 平成24年２月18日（土）
  会　　場 （財）山形県埋蔵文化財センター
  内　　容 昔の火起しに関する講話と弓切り式・マイギリ式・火打ち石等の火起し体験を実施
  参加者数 21名

　　④研修講座
 ア　市町村埋蔵文化財担当者研修
  期　　日 平成24年１月20日（金）
  会　　場 （財）山形県埋蔵文化財センター
  内　　容 埋蔵文化財調査の概要や保護行政、遺跡調査の進め方、市町村の文化財保護に関する
   取り組みについての発表
　　　　参加者数 28名
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　　⑤外部展示
 「米づくりが始まったころ－南陽市百刈田遺跡と酒田市生石２遺跡－」展
  期　　日 平成23年４月16日～９月25日（休館日　毎週月曜日及び国民の祝日）
  会　　場 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館
  内　　容 「百刈田遺跡」「生石２遺跡」の弥生時代に関する発掘資料の紹介
   （弥生土器、石製品、木製品、炭化物等と、調査に関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 7,303名

 「学び舎の下に眠る遺跡－山形西高敷地内遺跡－」展
  期　　日 平成23年７月４日～７月20日（休館日　毎週日曜日）
  会　　場 村山総合支庁（玄関ロビ－）
  内　　容 山形西高敷地内遺跡（４次～５次）から出土した土器、石器などの紹介
   （縄文土器、土製品、土師器、須恵器等と、調査に関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 55名（説明パンフレットによる来客数）

 「足元には文化財－発掘された庄内の城跡－」展
  期　　日 平成23年７月13日～９月４日（休館日　毎週月曜日）
  会　　場 鶴岡市立図書館２階展示コーナー
  内　　容 庄内地方で発掘された亀ヶ崎城跡、鶴ヶ岡城跡、藤島城跡の出土品を紹介
   （陶磁器、木製品、鉄製品と調査に関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 806名

 「山形のうつわ－器で見る山形の歴史」展
  期　　日 平成23年９月６日～９月20日
  会　　場 山形空港２階特設ギャラリー
  内　　容 山形県内で発掘された縄文時代から中・近世の出土品を紹介
   （縄文・弥生土器、土師器、須恵器、陶磁器等と、調査に関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 71名（説明パンフレットによる来客数）

 「墨－書き遺された庄内の歴史－」展
  期　　日 平成23年11月21日～12月４日
  会　　場 庄内空港ビル３階多目的ギャラリー
  内　　容 酒田地区（上高田遺跡・大楯遺跡・生石２遺跡）と鶴岡地区（山田遺跡・興屋川原
   遺跡・後田遺跡・横代遺跡・熊野田遺跡・東田遺跡）の出土品を紹介
   （土師器、須恵器、木簡、斎串等の展示、調査に関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 25名（説明パンフレットによる来客数）

 「弥生時代の人々のくらし」展
  期　　日 平成24年１月16日～２月17日（年中無休）
  会　　場 山形県身体障がい者保養所　東紅苑・友愛センター
  内　　容 弥生時代の人々のくらしのようすを示す百刈田遺跡・生石２遺跡の出土品を紹介
   （弥生土器、石製品、弥生時代の人々のくらしに関わる写真パネル等の展示）
  入場者数 718名
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　　⑥学校への協力 
実　　施　　内　　容実　施　日派遣職員名派遣校・依頼者名No.

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年4月12日江波　大　　伊藤純子
松田聡子

高畠町立高畠小学
校長　丸山信也1

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年4月18日小笠原伊之　伊藤純子小国町立小国小学校
校長　佐藤健治郎2

5・6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・弓矢体験

2011年4月20日齋藤主税　　庄司昭一舟形町立長沢小学校
校長　渡辺　正3

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
クルミ割り・火起こし

2011年4月21日江波　大　　高木　茜
渡部裕司

山形市立東小学校
校長　伊勢牧子4

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・勾玉作り

2011年4月25日今　正幸　　五十嵐萌新庄市立升形小学校
校長　林さえ子5

6年社会科
｢大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
弓矢体験・火起こし

2011年4月26日江波　大　　伊藤純子
水戸部秀樹　今　正幸

鶴岡市立朝暘第三小学校
校長　渡會晃6

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・弓矢体験

2011年4月26日濵田純鶴岡市立櫛引東小学校
校長　五十嵐日佐子7

5・6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
クルミ割り・火起こし

2011年4月27日福岡和彦　　後藤枝里子大江町立本郷西小学校
校長　櫻井洋子8

5・6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・弓矢体験

2011年4月28日江波　大　　松田聡子　鶴岡市立西郷小学校
校長　遠藤　敬9

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・縄文クッキー作り

2011年5月2日江波　大　　松田聡子東根市立長瀞小学校
校長　赤木雄一10

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・弓矢体験

2011年5月6日伊藤純子大江町立本郷東小学校
校長　安孫子一彦11

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・火起こし・弓矢体験

2011年5月9日
植松暁彦　　江波　大
伊藤純子　　松田聡子
安部将平

山形市立鈴川小学校
校長　佐藤孝一12

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・弓矢体験

2011年5月10日松田聡子酒田市立田沢小学校
校長　柴田公利13

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
クルミ割り・火起こし

2011年5月11日菅原哲文　　水戸部秀樹
江波　大　　伊藤純子

尾花沢市立尾花沢小学校
校長　髙宮洋悦14

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
縄文服体験・弓矢体験・縄文クッキー作り

2011年5月12日小林圭一　　伊藤純子朝日町立大谷小学校
校長　長岡　昇15

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
クルミ割り・火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年5月13日山木　巧河北町立谷地西部小学校
校長　児玉康子16

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・クルミ割り・火起こし・弓矢体験

2011年5月16日
齊藤主税　　今　正幸
江波　大　　山木　巧
松田聡子

上山市立南小学校
校長　山口　誠17

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
弓矢体験・縄文クッキー作り

2011年5月17日今　正幸　　伊藤純子飯豊町立第二小学校
校長　髙井耕次18

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年5月18日水戸部秀樹　松田聡子天童市立津山小学校
校長　小松和彦19

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年5月19日菅原哲文　　江波　大
伊藤純子

山形市立桜田小学校
校長　佐藤幸雄20

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
石器で野菜切り・クルミ割り・火起こし・縄文服・弓矢体験

2011年5月24日伊藤純子米沢市立塩井小学校
校長　渋谷洋司21

5・6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年5月26日江波　大　　山木　巧米沢市立六郷小学校
校長　星　俊之22

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・縄文服体験・弓矢体験

2011年6月1日江波　大　　山木　巧米沢市立松川小学校
校長　須﨑登志23

中学部1年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
（スケッチ）弓矢体験

2011年6月3日植松暁彦　　松田聡子東根市立第二中学校
校長　笹原晋一24

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
火起こし・石器で野菜切り・弓矢体験

2011年6月8日伊藤純子　　松田聡子大江町立左沢小学校
校長　犬飼藤男25

6年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
弓矢体験・火起こし

2011年6月16日江波　大　　伊藤純子
松田聡子

山形市立東沢小学校
校長　會田以久子26

中学部1年社会科
「大昔の人々のくらし」土器や石器に触れてみよう
クルミ割り・石器で野菜切り・火起こし・弓矢体験

2011年11月8日江波　大　　天本昌希
松田聡子

新庄市立新庄中学校
校長　山川義隆27

Title:P55-59_H23年報.ec8  



－ 56 －

　　⑦来所者 
　ア．見学・研修等

内　　容人数期　日来　　所　　者№

施設見学12011年5月2日白鷹町民1

施設見学12011年5月6日戸沢村民2

施設見学・体験学習
（クルミ割り・火起こし）22011年5月17日山形県立山形聾学校　6学年3

施設見学592011年5月27日山形県立米沢女子短期大学　日本史学科4

遺跡見学（山形城三の丸跡８次）152011年6月6日最上義光歴史館ボランティア5

施設見学22011年6月8日山形県立山形盲学校　6学年6

遺跡見学（北原２遺跡）112011年6月15日村山市立袖崎小学校　伝統文化クラブ員7

職場体験62011年6月20日～7月1日山形県立上山高等養護学校　1学年8

施設見学12011年6月23日㈲田崎緑化　牛久花壇　2級土木施工管理技士9

職場体験
3
2

2011年7月5日～7日上山市立南中学校　2学年
上山市立北中学校　2学年10

施設利用（写真スタジオ）12011年7月12日～13日山形県立博物館学芸専門員11

施設見学・体験学習（勾玉作り）112011年7月27日第41回寒河江市少年少女郷土史講座12

施設見学・体験学習
（勾玉作り・アンギン編み）222011年8月4日中山町　「歴史体験教室」13

職場体験（清水遺跡１地区）12011年8月8日山形市立第七中学校　1学年14

施設見学12011年8月17日上山明新館高校学生15

施設見学12011年8月29日京都橘大学16

施設見学362011年9月13日第31回鶴岡市文化財愛護研修会17

遺跡見学（清水遺跡２・３地区）482011年9月13日村山市立西郷小学校　6学年18

施設見学12011年9月20日村山市民19

施設見学12011年9月20日上山市民20

施設見学22011年9月27日上山明新館高校学生21

職場体験32011年10月3日～7日山形県立村山特別支援学校　高等部1学年22

施設見学・体験学習
（土器接合体験・トレース体験）42011年10月18日山形市立南沼原小学校　5学年23

施設見学12011年10月20日仙台市民24

施設見学12011年10月31日21世紀地域文化遺産保全研究所長25

施設見学・体験学習（火起こし）72011年11月22日山形県立山形聾学校　社会・理科・生活部会26

施設見学62011年12月12日上山市観光物産協会27

施設見学12011年12月12日山寺峯の浦調査会副会長28

施設見学32011年12月15日村山市民29

施設見学12012年2月22日上山市民30
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 　イ．図書閲覧
閲覧目的期　日来所者№

研究の為2011年4月19日、11月15日山形市民1

修士論文研究の為2011年5月19日、26日、6月28日、8月12日、
10月17日、18日、21日、11月8日、29日、12月22日東北芸術工科大学大学院生　2

卒業論文の為2011年5月26日、7月20日東北芸術工科大学学生　3

卒業論文の為2011年5月26日、6月20日、7月1日、20日、10月12日、
31日、11月11日、17日、12月22日、2012年1月6日東北芸術工科大学学生4

卒業論文の為2011年6月3日、22日、7月1日、15日、10月12日、
11月11日、12月22日東北芸術工科大学学生5

企画展の図録作成のため2011年6月28日長井市教育委員会6

卒業論文の為2011年7月1日、15日、20日東北芸術工科大学学生7

卒業論文の為2011年7月8日、25日東北芸術工科大学学生8

資料調査2011年7月21日、8月1日(株)デジコンキューブ9

研究の為2011年7月22日東北芸術工科大学学生10

卒業論文の為2011年7月25日、10月17日東北芸術工科大学学生11

研究の為2011年10月19日東北芸術工科大学準教授12

報告書作成の為2012年1月10日南陽市教育委員会13

卒業論文の為2012年1月11日弘前大学学生14

研究の為2012年2月9日山形大学ナスカプロジェクト研究員15

　ウ．資料調査

対象遺跡期　日来所者№

水木田遺跡2011年7月12日～13日山形県立博物館学芸専門員1

作野遺跡第2次、上大作裏遺跡、
砂子田遺跡、北柳１遺跡2011年7月21日宮城県教育庁文化財保護課技師2

山居遺跡、空沢遺跡2011年8月12日國學院大學伝統文化リサーチセンター客員研究員
東京大学北海文化研究登呂実習施設助手3

蕨山遺跡、東興野B遺跡2011年9月15日～10月7日東北芸術工科大学学生4

お仲間林遺跡、吹浦遺跡、俵田遺跡、
百刈田遺跡2011年11月9日文化庁美術学芸課文化財調査部5

生石２遺跡2011年11月2日山形県文化財保護審議会6

鶴ケ岡城跡、藤島城跡、亀ヶ崎城跡、
三条遺跡、大楯遺跡2012年2月27日～28日福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館主任

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター7

　　⑧職員派遣等

内容年月日派遣場所依頼者名派遣職員名No.

平成23年度第19回企画展展示委員会2011年5月15日山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘
考古資料館館長佐藤鎭雄

伊藤邦弘
菊池玄輝
草野潤平

1

前一千年紀のエジプト在地社会と文化変容
－アコリス考古学プロジェクト2010－

2011年
6月25日、26日名古屋大学文学部筑波大学人文社会科学研究科

教授　川西宏幸水戸部秀樹2

中山町文化財保護審議会2011年10月14日中山町中央公民館中山町教育委員会教育長
石川浩司伊藤邦弘3

長瀞地区文化祭ギャラリートーク2011年10月30日長瀞公民館　講義室
長瀞郷土史研究会会長
　　　　　　　　青野浩一
長瀞公民館館長　齋藤好信

高桑　登4

平成23年度第１回遺跡調査部職員研修会
の講師2011年12月22日福島県文化センター

視聴覚室
財団法人福島県文化振興
事業団理事長

黒坂雅人
高桑　登5

第38回古代城柵官衙遺跡検討会の原稿執筆2011年
2月25日、26日東北歴史博物館講堂古代城柵官衙遺跡検討会

代表世話人　佐藤則之氏家信行6

「2011年山形の考古資料検討会」の講師2011年2月19日山形県立うきたむ風土
記の丘考古資料館

山形県立うきたむ風土記の丘
考古資料館館長　佐藤鎭雄

高桑　登
水戸部秀樹7
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　　⑨調査説明会

　　⑩資料貸出

　　⑪資料掲載許可 

参加者数遺跡種別開催日遺跡名市町村

40集落跡9月25日森の原遺跡村山市1

77集落跡10月15日八反遺跡東根市2

70集落跡10月15日清水遺跡（１地区）村山市3

121集落跡11月3日清水遺跡（２・３地区）村山市4

60集落跡11月5日沼袋遺跡東根市5

50集落跡11月12日押出遺跡高畠町6

数量資料名貸出期間借用目的貸出先№

33原の内A遺跡出土遺物2011年5月6日～
7月5日

企画展「発見！ほりだされた山形の宝　
－山形県立博物館発掘調査

40年の歩み－」への展示
山形県立博物館1

239高瀬山遺跡1期、富山1遺跡、弓張平遺跡、
お仲間林遺跡、山居遺跡出土遺物2011年8月5日～12日「寒河江市埋蔵文化財フェア」への展示寒河江市教育委員会2

6作野遺跡、釜淵C遺跡、下叶水遺跡、
空沢遺跡出土遺物

2011年7月5日～
9月30日

平成23年度特別企画展「動物の考古学」
への展示

（財）仙台市市民文化
事業団仙台市富沢遺
跡保存館

3

126水上遺跡、思い川A遺跡、町下遺跡、
原の内A遺跡第1次、作野遺跡ほか出土遺物

2011年7月25日～
11月11日

長井市古代の丘資料館企画展
「耳飾り展」への展示長井市教育委員会4

1西ノ前遺跡出土土偶レプリカ2011年8月24日～26日テレビ番組での収録テレビマンユニオン5

100生石2遺跡、百刈田遺跡、向河原遺跡
第5・6次、川前2遺跡第1・1次ほか出土遺物

2011年9月30日～
12月23日

平成23年度企画展
「出羽国成立以前の山形」展への展示山形県立博物館6

208今塚遺跡、畑田遺跡、廻り屋遺跡、
下柳A遺跡、北柳0遺跡ほか出土遺物

2011年8月31日～
12月15日

山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館企画展への展示

山形県立うきたむ風
土記の丘考古資料館7

36八ツ目久保遺跡出土遺物2011年9月8日～29日朝日町教育委員会主催「朝日町四ノ沢　
八ツ目久保遺跡展」への展示朝日町教育委員会8

1西ノ前遺跡出土土偶レプリカ2011年10月4日～
12月28日特別展「縄文人の祈りの世界」への展示福島市教育委員会9

20高擶南遺跡、小田島城跡ほか出土遺物2011年10月5日～16日山形県立博物館にて展示山形県立博物館10

1西ノ前遺跡出土土偶レプリカ2012年2月7日～
5月31日

北海道開拓記念館40周年記念事業
「北の土偶－縄文の祈りと心」への展示北海道開拓記念館11

数量資料名借用目的貸出先№

2中川原C遺跡　第130図25の石器実測図、正面右側
拡大写真

「アルカ通信」No.94「縄文の使用痕」への掲載
「文化財発掘出土情報2011，7」への転載株式会社アルカ1

1上高田遺跡　遺物番号932木簡（墨書「畔越」）の
写真

「生態系からみるアジアの暮らし（1）
米からみる東アジア（仮題）」への掲載株式会社小峰書店2

39
梅野木前1遺跡、藤治屋敷遺跡、今塚遺跡、長表遺
跡、北小屋屋敷遺跡、下柳A遺跡、南原遺跡、馬洗
場B遺跡、太夫小屋2遺跡ほか出土遺物の写真等

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館
第19回企画展図録「やまがたの古墳時代－最上
川流域の古墳と集落－」への掲載

山形県立うきたむ風土記の丘
考古資料館3

12高瀬山遺跡（1期）出土遺物の遺物写真及び図面「宮城考古学」第14号への掲載株式会社アルカ4

2高瀬山遺跡（1期）　第348図8遺物写真、第421図
顕微鏡写真「東京考古」第29号への掲載株式会社アルカ5

1東北地方の縄文晩期～弥生前期の土器写真「放射線等に関する副読本」への掲載（財）日本原子力振興財団
科学文化部6

33水木田遺跡、向河原遺跡、生石2遺跡、百刈田遺跡
ほか出土遺物等の写真

平成23年度企画展「出羽国成立以前の山形」展
のチラシ・リーフレット・図録・展示資料への
掲載

山形県立博物館7

1西ノ前遺跡出土土偶のレプリカの写真特別展「縄文人の祈りの世界」図録等への掲載福島市教育委員会8

5
平野山古窯跡群第12地点遺跡調査風景（南から）、
落衣長者屋敷遺跡調査区全景（南東から）、高瀬山
遺跡2期全景（東側上空から）ほか写真

「寒河江市史　下巻　現代編」への掲載寒河江市教育委員会9

2
平野山古窯跡群第12地点遺跡　図版11　ST15完
掘状況（北西から）、図版14　C地区陥穴群完掘状
況（北東から）の写真

『大江町と最上川の流通・往来の景観　保存調査
報告書』「第4章　第1節　平安時代以前の大江
町」への掲載

大江町教育委員会10

4かっぱ遺跡　第113図832・836・838、第114図
845の写真

「青森県埋蔵文化財調査センター　研究紀要」
第17号における「本州北東端の磨製石斧製作－
三陸の石材環境への適応と石斧製作の解明に向
けて－」への掲載

青森県教育庁文化財保護課
主幹11
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　　⑫出版物

　　⑬ホームページ   
　　　主な項目と内容は以下のとおりです。   
　　発掘調査遺跡一覧 発掘調査遺跡や整理作業中の遺跡の紹介  
　　発掘調査速報 調査期間中、遺跡の状況を毎週更新して紹介  
　　イベント情報 ふるさと考古学講座、調査説明会、外部展示、各種イベント情報の提供 
　　センター刊行物案内 調査報告書、広報誌などの刊行物の紹介  
　　学校教育への協力 出前授業の紹介、埋蔵文化財を活かした授業のアイデアなどの提供とその状況など
　　埋文やまがた 広報誌「埋文やまがた」を紹介するとともに、これまでに刊行したバックナンバーの閲覧
　　センター概要 センターの紹介や、情報公開制度に基づいた、センター情報の提供 

（３）情報処理
　　収蔵図書データベース 新収蔵図書　1,742冊のデータ入力実施（File Maker Pro使用）

ア．普及・業務報告
発行年月日書　　　名

2011年9月30日埋文やまがた第47号
2012年1月1日埋文やまがた第48号

イ．調査説明会資料
発行年月日書　　　名

2011年7月11日山形城三の丸跡8次
2011年11月12日押出遺跡4次
2011年8月2日山形城三の丸跡9次
2011年11月5日沼袋遺跡
2011年10月15日八反遺跡
2011年6月10日田向遺跡2次
2011年10月15日清水遺跡（1地区）2次
2011年11月3日清水遺跡（2地区2次・3次）
2011年9月7日清水遺跡（4地区）
2011年6月28日北原2遺跡2次
2011年9月25日森の原遺跡2次
2011年9月22日稲荷山館跡3次
2011年6月16日出張坂城跡
2011年11月18日木の下館跡4次

ウ．調査報告書
発行年月日書名シリーズ№

2012年3月31日行司免遺跡第1～4次発掘調査報告書195
〃矢馳Ａ遺跡第2～4次発掘調査報告書196
〃川内袋遺跡発掘調査報告書197
〃木の下館跡発掘調査報告書198
〃出張坂城跡発掘調査報告書199
〃高瀬山遺跡（HO）3期発掘調査報告書200
〃鎌倉上遺跡第2次発掘調査報告書201
〃山形城三の丸跡第5・7・8次発掘調査報告書202
〃堤屋敷遺跡第2次・下屋敷遺跡発掘調査報告書203
〃川前2遺跡第3・4次発掘調査報告書204
〃作野遺跡第3次発掘調査報告書205

エ．発掘調査報告会資料
　　発行年月日資料名
2011年12月11日平成23年度発掘調査速報会
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