
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２６年６月１９日～６月２０日
会 場 　岩手県盛岡市（ホテルルイズ）
派 遣 職 員 　専務理事　三浦秋夫、専門調査研究員　齊藤主税

　　　　イ　ブロック活動
　　　　　　　北海道・東北地区会議

期 日 　平成２６年１０月２３日～１０月２４日
会 場 　福島県会津若松市（ホテルニューパレス）
派 遣 職 員 　専務理事　三浦秋夫、総務課長　黒坂雅人、調査研究員　渡辺和行

　　　　ウ　全国埋蔵文化財調査情報交換会
期 日 　平成２６年１１月２５日
会 場 　東京都中央区（アットビジネスセンター東京駅）
派 遣 職 員 　調査課長補佐　須賀井新人、総務係長　髙桑弘美

　　　　エ　研修会
期 日 　平成２６年１１月２７日～１１月２８日
会 場 　奈良県奈良市（ホテル日航奈良）
派 遣 職 員 　専門調査研究員　齊藤主税、総務係長　髙桑弘美

　　　②埋蔵文化財担当者専門研修への派遣
　　　　ア　報告書作成課程　Ⅰ･Ⅱ

期 日 　平成２６年７月７日～７月１８日
会 場 　奈良文化財研究所
派 遣 職 員 　調査研究員　大場正善

　　　　イ　文化財写真課程
期 日 　平成２７年１月１３日～１月２３日
会 場 　奈良文化財研究所
派 遣 職 員 　調査研究員　渡辺和行

　（２）普及啓発
　　　①普及啓発事業実行委員

研修講座

子ども
ミュージアム

センター
参観デー

発掘調査
速報会

遺跡を
掘ってみよう

バスで遺跡を
見に行こう

市町村文化財
担当者研修

後藤枝里子 草 野 潤 平 植 松 暁 彦 大 場 正 善 齊 藤 主 税 尾 形 知 哉
山田めぐみ 菅 原 哲 文 長 谷 部 寛 原 田 英 明 齋 藤 健 水戸部秀樹
( 向 田明夫 ) 髙 桑 登 渡 邉 安 奈 高 木 茜 川 崎 康 永 菊 池 玄 輝

東海林弘和 髙 柳 俊 輔 山田めぐみ 小笠原伊之 阿 部 明 彦
岩 崎 恒 平 五 十 嵐 萌
安 部 将 平
森 谷 康 平

氏 家 信 行
市 川 光 紀
後藤枝里子

渡 辺 和 行

上山城共催事業
展示・体験

県教育庁文化財･生涯学習課（埋蔵文化財センター駐在）
センター公開事業 ふるさと考古学講座

小 林 圭 一

板 橋 龍
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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｢夏休み子どもミュージアムめぐり」の一環として実施。
　　　　　山形県内の遺跡から見つかった出土品を、児童・生徒の夏季休業中に展示した。

期間　平成２６年７月２２日（火）～８月２２日（金）
会場　（公財）山形県埋蔵文化財センター
内容　展示：「掘った　ほった　やまがた　～土の中からこんにちは～」
　　　体験：火起こし、弓矢、土製小玉の腕輪作り、模擬発掘体験
入場者数　９０名

　　　　イ　山形県埋蔵文化財センター参観デ－　「やまがた埋文祭り２０１４」
　　　　　『東北文化の日』協賛事業として実施。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りした。

期日　平成２６年１０月２６日（日）　
会場　（公財）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、特別展示見学、石器製作実演
　　　体験コーナー：勾玉作り、弓矢体験、等
入場者数　４７７名

　　　　ウ　「平成２６年度発掘調査速報会」
　　　　　センターが平成２６年度に発掘調査を行った延べ６遺跡の調査成果と、福島県震災復興
　　　　　派遣の報告を行った。

期日　平成２６年１２月１４日（日）
会場　山形県生涯学習センター　遊学館
内容　調査の状況をプロジェクターを使って紹介し、出土品の展示・解説を実施した。
入場者数　171名

勾玉作り体験

れきし仮装写真館

復元作業体験特別展示

調査遺跡の発表 出土品の展示・解説

スタンプラリー弓矢体験

福島県震災復興派遣の報告
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　　　③ふるさと考古学講座
　　　　ア　上山城共催事業
　　　　　展示：「上山と周辺の弥生・古墳時代」

期日　平成２６年７月１９日（土）～８月２４日（日）
会場　上山城１F展示ホール
内容　「庚壇遺跡」「百刈田遺跡」「渋江遺跡」「お花山古墳群」「向河原遺跡」
　　　「土矢倉古墳群」「梅野木前１遺跡」
観覧者数　８，３６６名（期間中の上山城入場者）

　　　　　体験：「昔の人のくらしを知ろう」
期日　平成２６年８月１７日（日）
会場　上山城
内容　勾玉作り体験･弓矢体験･縄文服体験･石器製作実演･ギャラリートーク　　　　　
参加者数　勾玉：４８名、弓矢：約８０名、縄文服：約５０名

　　　　イ　遺跡を掘ってみよう！
期日　平成２６年８月１０日（日）
会場　羽黒神社西遺跡(村山市)
内容　遺跡の発掘体験
参加者数　３０名

　　　　ウ　バスで遺跡を見に行こう！
期日　平成２６年９月２８日（日）
会場　東の杜資料館、羽黒神社西遺跡、宮の前遺跡、中村遺跡縄文公園(中村A遺跡)
内容　遺跡・史跡や発掘現場をバスで巡る体験
参加者数　２０名

　　④研修講座
　　　　市町村埋蔵文化財担当者研修

期日　平成２６年６月５日（木）・１１月６日（木）
会場　山形県埋蔵文化財センター・羽黒神社西遺跡・清水遺跡（本年度発掘調査現場）
内容　発掘現場における実地研修を通して、市町村文化財担当者の埋蔵文化財に関す
　　　る理解を深めると共に、発掘調査技術の向上を図る。
参加者数　延べ３９名

東の杜資料館 羽黒神社西遺跡 中村遺跡縄文公園

縄文服体験弓矢体験

文化財写真の撮影 基本層序の記録測量機器の取り扱い

勾玉作り体験
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　　⑤外部展示
「押出遺跡の新資料展」
期 　　日 平成２６年６月１４日～９月２４日
会　 　場 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館（休館日　毎週月曜日及び国民の祝日）
内　 　容 「押出遺跡」の最新出土資料の紹介

（押出遺跡第４･５次発掘調査により出土した新資料及び遺物解説パネルの展示）

「最上のあけぼの　小反遺跡　縄文中期末葉～複式炉が造られた竪穴住居～」
期 　　日 平成２６年９月５日～１０月６日
会　 　場 ゆめりあ　ストリートギャラリー（年中無休）
内　 　容 鮭川村の代表的な遺跡である「小反遺跡」の出土資料を紹介し、地域の遺跡への理解

を深めてもらう。
（縄文時代の土器、土製品、石器、石製品、遺跡及び遺物解説パネルの展示）

「足元には文化財展　～鶴岡市の遺跡から出土した土器～」、体験講座
期 　　日 平成２６年１０月３１日～１１月２８日
会　 　場 鶴岡市櫛引公民館（休館日　年末年始）
内　 　容 旧櫛引町と鶴岡市内の遺跡である「三礎林Ｅ遺跡」「柳沢Ａ遺跡」「野新田遺跡」

「矢馳Ａ遺跡」から出土した資料と、併せて西ノ前遺跡出土の「縄文の女神（レプリ
　カ）」を紹介し、地域の遺跡への理解を深めてもらう。
（縄文時代から近世までのさまざまな遺物、遺跡及び遺物解説パネルの展示と、併せ
　て、勾玉作り等体験活動の実施）

「発掘された‘文字’」
期 　　日 平成２６年１２月１２日～平成２７年１月９日
会　 　場 遊学館　１階ギャラリー（休館日　毎週月曜日、毎月第3日曜日）
内　 　容 「今塚遺跡」「梅野木前１遺跡」「亀ヶ崎城跡」から出土した土器、木簡等に記され

た文字資料を紹介し、地域の遺跡への理解を深めてもらう。
（文字資料が多数出土した遺跡の遺物や時代背景等の分かる遺物、及び、遺構・遺物
　解説パネルの展示）

「東根の歴史　～小田島城跡に暮らした人々～」
期 　　日 平成２７年１月１６日～２月１５日
会　 　場 山形県身体障がい者保養所　東紅苑（年中無休）
内　 　容 「縄文時代編」から続く５回シリーズの第５回展示。東根市の代表的な中世遺跡であ

る「小田島城跡」の出土品を紹介し、地域の遺跡への理解を深めてもらう。
（縄文から中近世に至る幅広い年代の出土品、及び展示品の解説パネル等の展示）

うきたむ風土記の丘考古資料 ゆめりあ ストリートギャラリー

山形県障がい者保養所 東紅苑

鶴岡市櫛引公民館

遊学館 １Ｆギャラリー
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　　⑥学校への協力　
No. 派遣校・依頼者名 派遣職員名 実　施　日 実　　施　　内　　容

1
長井市立西根小学校
校長　髙井　耕次

向田　明夫　　渡邉　安奈 2014年4月14日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器･クルミ割り体験

2
尾花沢市立尾花沢小学校
校長　阿相　利幸

向田　明夫　　森谷　康平
高木　　茜　　板橋　　龍

2014年4月15日
6年社会科：講話「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

3
米沢市立東部小学校
校長　金　俊次

後藤枝里子　　草野　潤平
尾形　知哉　　市川　光紀

2014年4月16日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・縄文服・弓矢体験

4
山形市立第八小学校
校長　渋谷　健一

向田　明夫　　菊池　玄輝
安部　将平

2014年4月17日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・弓矢体験

5
山形市立鈴川小学校
校長　黒木　佳昭

後藤枝里子　　山田めぐみ
渡辺　和行　　長谷部　寛
齋藤　　健

2014年4月18日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・クルミ割り・弓矢体験

6
三川町立押切小学校
校長　遠藤　敬

向田　明夫　　川崎　康永 2014年4月21日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・クルミ割り・弓矢体験

7
東根市立大森小学校
校長　笹原　幸悦

山田めぐみ　　林　　浩子
菅原　哲文　　東海林弘和

2014年4月23日
6年社会科：講話「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

8
中山町立豊田小学校
校長　長谷川　良和

後藤枝里子　　大場　正善 2014年4月24日
6年社会科：講話「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

9
鶴岡市立藤島小学校
校長　小杉　隆

後藤枝里子　　山田めぐみ
水戸部秀樹

2014年4月25日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、縄文服・弓矢・クルミ割り体験

10
鶴岡市立朝暘第三小学校
校長　栗田　英明

向田　明夫　　植松　暁彦
髙柳　俊輔　　森谷　康平
阿部　明彦

2014年4月28日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・火起こし・縄文服・弓矢体験

11
大石田町立大石田南小学校
校長　渡辺　修

山田めぐみ　　岩崎　恒平 2014年4月30日
6年社会科：講話「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・クルミ割り体験

12
東根市立小田島小学校
校長　井ノ川　康幸

後藤枝里子　　髙桑　　登 2014年5月1日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・縄文服・弓矢体験

13
朝日町立宮宿小学校
校長　牧野　勤

向田　明夫　　五十嵐　萌 2014年5月7日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・弓矢体験

14
遊佐町立蕨岡小学校
校長　阿彦　裕光

後藤枝里子　　山田めぐみ 2014年5月9日
6年社会科：講話「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

15
村山市立楯岡小学校
校長　佐藤　淳一

山田めぐみ　　渡辺　和行
齊藤　主税　　五十嵐　萌
森谷　康平

2014年5月12日
6年社会科：講話「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

16
酒田市立松山小学校
校長　樋渡　善

後藤枝里子　　草野　潤平 2014年5月13日
6年社会科：土器や石器に触れてみよう
石器・火起こし・クルミ割り・縄文食体験

17
米沢市立六郷小学校
校長　三森　聡

山田めぐみ　　菅原　哲文 2014年5月14日
５・6年社会科：講話「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

18
東根市立長瀞小学校
校長　井上　博人

後藤枝里子　　髙桑　　登 2014年5月16日
6年社会科：講話「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

19
高畠町立糠野目小学校
校長　青木　敏雄

向田　明夫　　尾形　知哉
安部　将平

2014年5月19日
6年社会科：講話「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

20
河北町立北谷地小学校
校長　奥山　淳一

山田めぐみ　　菊池　玄輝 2014年5月21日
6年社会科：講話「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

21
寒河江市立西根小学校
校長　安孫子　一彦

向田　明夫　　草野　潤平
安部　将平

2014年5月22日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・クルミ割り・弓矢体験

22
河北町立谷地中部小学校
校長　児玉　康子

後藤枝里子　　植松　暁彦
岩崎　恒平

2014年5月23日
6年社会科：講話「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

23
庄内町立余目第四小学校
校長　笹原　茂隆

向田　明夫　　渡辺　和行 2014年5月26日
6年社会科：講話「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・弓矢体験

24
寒河江市立幸生小学校
校長　冨樫　雅人

山田めぐみ　　五十嵐　萌 2014年5月27日
５・6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、アンギン編み・弓矢体験

25
遊佐町立吹浦小学校
校長　岸　純一

後藤枝里子　　山田めぐみ 2014年5月30日
6年社会科：講話「大昔の人々のくらし」
土器や石器に触れてみよう、石器・火起こし・弓矢体験

26
大江町立左沢小学校
校長　伊藤　順一

向田　明夫　　後藤枝里子
山田めぐみ

2014年6月10日
6年社会科：講話「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
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　　⑦来所者

　　　ア.見学・研修等
№ 来所者 期　日 人数 内容

1 上山市立南小学校5年生 2014年5月1日 111 施設見学

2 長井市教育委員会 2014年5月12日 3 施設利用

3 山形県立山形盲学校中学部 2014年6月24日 17 施設見学、体験活動（火起こし・縄文食等）

4 上山市立中学校 2014年7月1日～3日 2 職場体験（キャリアスタートウィーク）

5 霞城学園高等学校 2014年7月8日 9 遺跡見学〈山形城三の丸跡14次〉

6 川西町国際交流協会 2014年7月26日 50
遺跡見学・体験活動（発掘体験）
〈八幡一遺跡〉

7 朝日町教育委員 2014年8月8日 6 施設見学

8 東北学院大学 2014年8月18日・19日 4 発掘現場実習〈羽黒神社西遺跡〉

9 上山明新館高等学校1年生 2014年8月26日 1 施設見学

10 秋田県教育庁払田柵跡調査事務所 2014年9月11日 2 施設見学

11 秋田県埋蔵文化財センター 2014年9月18日 2 施設見学

12 村山市立西郷小学校 2014年9月25日 30 遺跡見学〈清水遺跡・羽黒神社西遺跡〉

13 西沼田遺跡公園『西沼田大學』 2014年9月26日 21 施設見学

14 大阪府民 2014年9月26日 1 施設見学

15 川西町教育委員会『文化財めぐり』 2014年9月27日 40 遺跡見学〈八幡一遺跡〉

16 酒田市民 2014年9月29日 1 施設見学

17 鶴岡市鷺畑山古墳調査会 2014年10月6日 3 施設見学

18 上山市立南小学校２年生 2014年10月15日・17日 120 施設見学

19 川西町立大塚小学校 2014年11月7日 9 遺跡見学〈八幡一遺跡〉

20 山形県立米沢興譲館高等学校１年生 2014年11月18日 28 施設見学・施設利用（SSHでの講義･体験）

21 南陽市教育委員会 2014年12月17日～19日 5 施設利用

22 羽黒神社西遺跡発掘作業員 2015年1月22日 4 施設見学

23 山形県立村山特別支援学校中学部１年生 2015年2月13日 12 施設見学、体験活動（弓矢体験・縄文食等）

24 尾花沢市民 2015年2月24日 1 施設見学

25 鶴岡市民 2015年3月11日 1 施設見学

　　　イ.図書閲覧
№ 来所者 閲覧目的

1 東北芸術工科大学　学生A 2014年4月14日 研究のため

2 東北芸術工科大学　学生B
2014年6月13日、8月4日
10月8日、11月13日

卒論執筆のため

3 鶴岡市教育委員会　職員
2014年6月27日、9月29日
2015年1月23日

研究のため

4 上山市民A
2014年7月28日、8月26日
10月24日

研究のため

5 東海大学山形高校　３年生 2014年8月12日 レポート作成のため

6 鶴岡市民 2014年8月18日 研究のため

7 山形市民A 2014年8月19日 小説執筆のため

8 東北芸術工科大学　学生C 2014年9月11日、10月14日 卒論執筆のため

9 富沢遺跡保存館「地底の森ミュージアム」 2014年9月17日・30日 研究のため

10 上山市民B 2014年10月14日 研究のため

11 山形市民B 2015年1月16日 研究のため

12 金沢学院大学　学生 2015年3月16日 卒業論文の研究のため

期　日
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　　　ウ.資料調査
№ 期　日

1 2014年4月25日

2 2014年6月10日

3 2014年7月9日

4 2014年8月4日

5 2014年8月11日

6 2014年8月24日

7 2014年9月17日

8 2014年9月20日・21日

9 2014年10月8日

10 2014年10月8日

11 2014年11月4日

12 2014年11月13日

13 2014年11月20日

14 2014年12月8日・9日

15 2015年3月2日

16 2015年3月13日

　　⑧調査説明会
№ 市町村 遺跡名 開催日 遺跡種別 参加者数

村山市 羽黒神社西遺跡 集落跡

村山市 清水遺跡第7・8次 集落跡

2 川西町 八幡一遺跡 2014年11月9日 集落跡 40

西川町民 山居遺跡

國學院大學　学生 かっぱ遺跡、渡戸遺跡、川口遺跡

東北芸術工科大学　学生A 原の内A遺跡

来所者 対象遺跡

最上町歴史ロマンほっする会 水木田遺跡、他最上町出土遺物

岩宿博物館 うぐいす沢１遺跡、高瀬山遺跡HO3期

お仲間林遺跡、高瀬山遺跡HO3期

明治大学黒曜石研究センター お仲間林遺跡

東北芸術工科大学　学生A 中川原C遺跡

東北大学植物園
森林総合研究所
明治大学研究知財戦略機構

高瀬山遺跡

馬洗場B遺跡、板橋2遺跡

明治大学　学生 吹浦遺跡

新潟県埋蔵文化財センター 鎌倉上遺跡、向河原遺跡、畑田遺跡

仙台市富沢遺跡保存館 上大作裏遺跡

東北芸術工科大学　学生A 野新田遺跡、山居遺跡、落合遺跡

郡山女子大学短期大学部　准教授

1001 2014年11月8日

東北芸術工科大学　学生B 服部遺跡、藤治屋敷遺跡

岩手大学　教授 生石2遺跡

（公財）郡山市文化･学び振興公社
文化財調査研究センター
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　　⑨職員派遣等

№ 派遣職員名　　　　　　　　　　依頼者名 派遣場所 年月日 内容

1 黒坂雅人 山辺町教育委員会 山辺町役場 2014年5月30日 山辺町文化財保護審議会及び委嘱状交付

2 齊藤主税 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 2014年6月12日
第1回舟形町文化財保護委員会及び
委嘱状交付

3 齊藤主税 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館　他 2014年7月1日
平成26年度国・県指定文化財巡回指導
の立会

4 黒坂雅人 山形県地域史研究協議会 新庄市民プラザ
2014年7月6日
～7日

第40回総会・研究大会
講演「縄文の女神のふるさと」講師

5
向田明夫　後藤枝里子
山田めぐみ

舟形町縄文炎祭実行委員会 舟形町西堀地区　女神の丘 2014年8月2日 縄文炎祭に伴う弓矢飛ばし体験の指導

6 大場正善 北海道遠軽町教育委員会 遠軽町埋蔵文化財センター
2014年8月2日
～4日

石器作り講習会講師
及び石器作りコンテスト審査員

7
向田明夫　髙桑登
後藤枝里子　五十嵐萌
安部将平

尾花沢市教育委員会 尾花沢市ほたるの里郷土資料館 2014年8月6日
夏休み「子ども縄文体験教室」
講話及び体験学習の指導

8 伊藤邦弘 長井市教育委員会 置賜生涯学習プラザ 2014年9月6日
シンポジウム『1200年前の長井』
「須恵器の生産と供給地について」報告

9 向田明夫
山形市立蔵王第二小学校
第2学年PTA

山形市立蔵王第二小学校体育館 2014年9月7日 親子歴史体験学習の指導

10
向田明夫　後藤枝里子
山田めぐみ

山形市小学校教育研究会
生活科・総合的な学習部会

山形市立鈴川小学校体育館 2014年9月10日
講話「県内埋蔵文化財を小学校教育に活
かす」及び体験活動の指導

11 菅原哲文 長井市教育委員会 長井市教育委員会 2014年9月19日 第1回長井市史編集委員会

12 向田明夫　山田めぐみ 山形県朝日少年自然の家 山形県朝日少年自然の家 2014年9月20日
「朝少de縄文食キングー」
講話及び体験活動の指導

13 黒坂雅人 山辺町文化財保護審議会 山辺町役場 2014年10月17日 山辺町文化財保護審議会研修会

14 向田明夫
山形市立金井小学校
第6学年PTA

山形市立金井小学校体育館 2014年10月17日 親子歴史体験学習の指導

15 植松暁彦 小国町文化財研究会 おぐに開発総合センター 2014年10月26日
『小国町の石器時代を考える』
「小国町の下叶水遺跡の縄文集落につい
て」報告

16 黒坂雅人 山形県高等学校社会科教育研究会 舟形町農林漁業体験実習館 2014年11月5日 講演「最上の考古学について」講師

17 小笠原正道 山形県教育庁文化財・生涯学習課
山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

2014年11月7日
うきたむ風土記の丘考古資料館
平成26年度第1回運営協議会

18 向田明夫　五十嵐萌 上山市あざみ学童クラブ 上山市あざみ学童クラブ 2014年11月17日
「大昔のくらしを知ろう！」
体験学習の指導

19 阿部明彦
村山市教育委員会
村山市文化財保護審議会

村山市役所 2014年11月20日
辞令交付及び審議会、村山市文化財保護
委員会

20
黒坂雅人　小林圭一
水戸部秀樹　菅原哲文
植松暁彦　阿部明彦

放送大学山形学習センター 放送大学山形学習センター
2014年11月29日
～30日

面接授業
『国宝縄文女神を生んだ時代を掘る』講
師

21 大場正善
（公財）仙台市市民文化事業団
仙台市富沢遺跡保存館

地底の森ミュージアム 2014年12月7日 石器作り実技研修会　講師

22 齊藤主税 舟形町長 舟形町中央公民館 2014年12月17日 国宝「縄文の女神」活用検討委員会

23 伊藤邦弘 山形県立博物館 山形県立博物館 2015年1月24日
平成26年度山形県立博物館考古学講座
講演「置賜地方の集落遺跡」講師

24 水戸部秀樹
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

2015年1月25日
考古資料検討会
「八幡一遺跡」の調査報告

25 菅原哲文 長井市史編纂委員会 長井市教育委員会 2015年2月6日 長井市史編集委員会

26 小笠原正道 山形県教育庁文化財・生涯学習課
山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

2015年2月10日
うきたむ風土記の丘考古資料館
平成26年度第2回運営協議会

27 植松暁彦
東北日本の旧石器文化を語る会
第28回大会

東北芸術工科大学 2015年2月22日
研究発表「山形県清水西遺跡の調査成果
について」

28 氏家信行 古代城柵官衙遺跡検討会
第41回　古代城柵官衙遺跡検討会
資料

2015年2月28日
～3月1日

資料報告「清水遺跡」の原稿執筆

29 阿部明彦 最上地域観光協議会 新庄市　雪の里情報館 2015年3月6日
平成26年度最上エコポリスガイド養成
講座　講師

30 齊藤主税 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 2015年3月17日 国宝「縄文の女神」活用検討委員会

31 菅原哲文 長井市史編纂委員会 長井市教育委員会 2015年3月20日 長井市史編集委員会
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　　⑩資料貸出
№ 貸出先 資料名 数量

1
山形県教育庁文化財・生
涯学習課

西町田下遺跡、馳上遺跡、荒川2遺跡
太郎水野2遺跡出土遺物

45

2 東根市立大富小学校
三軒屋物見台遺跡、高擶南遺跡、三軒屋
物見台遺跡、板橋２遺跡出土遺物

16

3 舟形町教育委員会
西ノ前遺跡出土遺物
同写真資料

84
9

4 山形県立博物館

西ノ前遺跡、八つ目久保遺跡、かっぱ遺
跡、宮の前遺跡、釜淵Ｃ遺跡、高瀬山遺
跡、原の内Ａ遺跡、山居遺跡、渡戸遺
跡、下叶水遺跡、作野遺跡出土遺物
同写真資料

36
37

5 仙台市富沢遺跡保存館 川内袋遺跡出土遺物 480

6 東北芸術工科大学 東熊野苗畑遺跡土壌サンプル ２箱

7 東北芸術工科大学 押出遺跡出土木材 87

8 東北芸術工科大学 服部遺跡、藤治屋敷遺跡出土遺物 26

9 寒河江市教育委員会
お仲間林遺跡、弓張平Ｂ遺跡、月山沢遺
跡出土遺物

65

10 寒河江市教育委員会 お仲間林遺跡写真資料･図版資料 10

11 長井市教育委員会

今塚遺跡、荒川遺跡、西町田下遺跡、上
高田遺跡、俵田遺跡、太夫小屋１遺跡、
志戸田縄遺跡、馳上遺跡、生石２遺跡、
堀端遺跡、圸ノ上遺跡、下長橋遺跡、蛇
崩窯跡、大塚・西中上遺跡、庚壇遺跡、
中落合遺跡、百刈田遺跡出土遺物
同写真資料

143
16

12 岩宿博物館 お仲間林遺跡、熊の前遺跡出土遺物 25

13 郡山女子大学短期大学部 お仲間林遺跡、高瀬山遺跡出土遺物 2848

14 東北芸術工科大学 服部遺跡、藤治屋敷遺跡出土遺物 22

15
長瀞郷土史研究会
長瀞公民館

八反遺跡出土遺物 5

借用目的

「縄文の女神」里帰り展での展示で
使用するため

平成２６年度企画展「The Hunter－
狩人の石器－」で展示のため

2014年6月16日
～9月30日

2014年6月23日
～12月26日

貸出期間

山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館に常設展示するため

2014年7月23日
～8月12日

寒河江市埋蔵文化財フェアにて展示
のため

指導学生の卒業論文のため

2014年4月25日
～11月30日

2014年5月21日
～9月24日

授業で使用するため

指導学生の卒業論文のため

2014年7月18日
～8月13日

2014年6月9日
～3月20日

2014年4月1日
～2015年3月31日

長井市古代の丘資料館企画展「1200
年前の長井」の展示と図録作成のた
め

資料観察と論文作成のため

2014年4月23日
～4月28日

平成26年度プライム企画展「未来に
伝える山形の宝－精神（こころ）と
美－」にて展示資料として活用する
ため

2014年6月27日
～7月24日

指導学生の卒業論文のため

2014年8月28日
～2015年1月16日

2014年10月24日
～10月29日

寒河江市埋蔵文化財フェアにてパネ
ル展示のため

2014年7月28日
～11月11日

岩宿博物館第58回企画展『石器が語
る時代の変化』において展示及び図
録に掲載するため

2014年9月22日
～9月29日

平成26年度かりがね祭(長瀞公民館文
化祭)にて展示するため

指導学生の卒業論文のため
2014年10月2日

～12月5日
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　　⑪資料掲載許可
№ 貸出先 借用目的 数量

1 山形市民 7

2 日本経済新聞社 1

3 株式会社アルカ 12

4 仙台市富沢遺跡保存館 480

5
公益財団法人美育文化協会
「美育文化ポケット」編集部

2

6 山形市教育委員会 6

7 株式会社かみゆ 1

8
うきたむ風土記の丘考古資料
館

14

9 国立歴史博物館 2

10 酒田市教育委員会 6

11 山形大学名誉教授 1

12 酒田市教育委員会 2

13 一般社団法人日本考古学協会 3

14 株式会社ニューサイエンス社 1

15 酒田市教育委員会 5

16 新潟市文化財センター 3

　　⑫出版物
　　　ア.普及・業務報告

発行年月日 　　

埋文やまがた第53号 2014年9月30日

埋文やまがた第54号 2015年1月31日

　　イ.調査説明会資料
発行年月日 　　

羽黒神社西遺跡 2014年11月8日

清水遺跡第7･8次 2014年11月8日

八幡一遺跡 2014年11月9日

企画展｢蒲原の王墓　古津八幡山古墳と豪族の屋敷｣での
パネル展示、およびパンフレットへの掲載のため

南原遺跡写真資料

『日本考古学協会年報』66（2013年度版）巻頭写真に
掲載のため

八反遺跡写真資料

『弥生土器』（考古学調査ハンドブックシリーズ）に掲
載のため

百刈田遺跡写真資料

生石2遺跡、関B遺跡、生石4
遺跡、堂の前遺跡写真資料等

俵田遺跡、泉森窯跡、亀ヶ崎
城跡写真資料等

築地書館「日本の土」に掲載のため 清水遺跡写真資料

堂の前遺跡第1次写真資料

第22回企画展の図録及びパネルにて使用するため 百刈田遺跡写真資料

総合誌『歴博』187号に掲載のため 川口遺跡、渡戸遺跡写真資料

俵田遺跡写真資料

資料名

新聞に掲載のため 西ノ前遺跡図版資料

日本考古学協会総会資料及びＨＰへ掲載のため 押出遺跡４･5次石器実測図

雑誌掲載のため 西海渕遺跡写真資料

同人雑誌『さあべい』第29号に掲載のため

酒田市教育委員会刊行『【ジュニア版】酒田の歴史』に
掲載のため

西ノ前遺跡、押出遺跡写真資
料･図版資料

平成２６年度企画展「The Hunter－狩人の石器－」の展
示における印刷物に掲載のため

川内袋遺跡出土遺物

書名

書名

嶋遺跡公園四阿内の遺跡展示パネルに掲載するため
梅野木前１遺跡、物見台遺
跡、清水新田遺跡、下槇遺
跡、興屋川原遺跡写真資料

イカロス出版『全国国分寺跡をゆく(仮)』に掲載のため

酒田市教育委員会刊行『【ジュニア版】酒田の歴史』に
掲載のため

酒田市教育委員会刊行『【ジュニア版】酒田の歴史』に
掲載のため
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　　　ウ.調査報告書
シリーズ
№

発行年月日

215 2015年3月31日

216 　　　〃

217 　　　〃

218 　　　〃

219 　　　〃

220 　　　〃

221 　　　〃

222 　　　〃

223 　　　〃

　　　エ.発掘調査速報会資料
発行年月日

平成26年度発掘調査速報会 2014年12月14日

　　　オ.その他
発行年月日

平成25年度　年報 2014年5月1日

研究紀要　第７号 2015年3月31日

　　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

発掘調査速報

イベント情報

センター刊行物案内

学校教育への協力  

埋文やまがた

センター概要

　（３）情報処理

収蔵図書データベース 新収蔵図書 2,330冊 のデータ入力実施(File Maker Pro使用）

調査報告書、広報誌などの刊行物の紹介

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

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

センターの紹介や、情報公開制度に基づいた、センター情報の提供

清水西遺跡発掘調査報告書

沼田１遺跡・沼田２遺跡発掘調査報告書

道出遺跡第1･2次発掘調査報告書

元宿北遺跡発掘調査報告書

発掘調査遺跡や整理作業中の遺跡の紹介

調査期間中、遺跡ごとの調査状況を毎週更新して紹介

資料名

資料名

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

書　名

西谷地ｂ遺跡第1･2次発掘調査報告書

沼袋遺跡発掘調査報告書

田向遺跡第1･2次発掘調査報告書

田向２遺跡第1･2次発掘調査報告書

経塚森遺跡発掘調査報告書

 －42 －


	序H26
	目次H26
	1沿革 2組織
	2(4).職員
	3施設
	H26調査業務
	H26調査遺跡一覧
	平成26年度年報_羽黒神社西
	平成26年度清水遺跡年報
	h26 年報 八幡一遺跡
	三の丸14次原稿2
	三の丸15次
	H26研究研修ほか
	H26研究研修ほか
	H26研究研修ほか2

	H26年度年報_来所者等
	空白ページ



