
２．普及・啓発・研究等業務

（１）研修等
全国埋蔵文化財法人連絡協議会事業への派遣
ア 第１回役員会

期 日 平成３０年５月１７日～５月１８日
会 場 福島県白河市（東京第一ホテル新白河）
派 遣 職 員 調整主幹　須賀井新人

イ 総会
期 日 平成３０年６月１４日～６月１５日
会 場 兵庫県神戸市（ホテル北野プラザ六甲荘）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、主任調査研究員　草野潤平

ウ ブロック活動
北海道・東北地区会議
期 日 平成３０年１０月１８日～１０月１９日
会 場 岩手県盛岡市（ホテルルイズ）
派 遣 職 員 専務理事　齋藤　稔、事務局長　黒坂雅人、

（２）普及啓発
①センター公開事業
ア なつやすみ「子どもミュージアム」
一昨年度より、埋蔵文化財センター単独事業として実施している。
山形県内の遺跡から見つかった代表的な出土品を、児童・生徒の夏季休業中に展示した。
併せて、体験活動を取り入れて実施した。

期 間 平成３０年７月２３日（月）～８月１７日（金）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 展示：「昔むかしのくらし体験!!」

体験：火起こし、縄文クッキー、弓矢、ミュージアムで絵を描こう
入 場 者 数 ４５名

イ 考古学&遺跡発掘調査のお仕事参観日
平成２７年度まで実施してきた「埋蔵文化財センター参観デー『埋文まつり』」であるが、
復活を望む声もあり、それに代わるものとして企画した。タイトルに｢参観日｣とあるように
普段のセンター業務の見学を中心に据え、その他遺跡紹介のパネル展示や各種体験コーナー
などを実施した。

期 日 平成３０年１１月１１日（日）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 パネル展示、土器･石器の接合体験、拓本体験、記念写真撮影、勾玉作り
入場者数 １０１名

弓矢体験 縄文クッキー体験 火起こし体験

琥珀の勾玉作り 石器の接合体験 拓本体験
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ウ 平成３０年度　山形県発掘調査速報会２０１８
山形県教育委員会主催、(公財)山形県埋蔵文化財センター他５市町教委共催で実施した。
センターが平成３０年度に発掘調査を行った３遺跡３件の調査成果と、山形市･寒河江市
･南陽市･大江町･大石田町の各教育委員会による発掘調査成果を報告した。
期 日 平成３１年３月１７日（日）
会 場 山形市民会館　小ホール
内 容 調査成果の概要をプロジェクターを使って紹介した。
入場者数 約１５０名

②考古学講座
ア 特別講演会
職員研修として計画した講演会を一般にも開放し、｢考古学講座｣として実施した。
期 日 平成３１年２月１９日（火）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 演題：『北アジア遊牧国家の考古学－モンゴルでの発掘調査経験を中心に－』

講師：佐川正敏 氏(東北学院大学文学部教授)
参加者数 ４６名

イ センター談話会
センター職員による個人研究の発表会･勉強会を公開し、一般参加者とともに勉強した。
期 日 平成３１年2月28日（木）・３月７日（木）・３月１４日（木）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
テーマ 第１回『山形県の災害考古学』(植松暁彦)

第２回『日本で一番有名な石槍の作り方』(大場正善)
第３回『八反遺跡の一括出土銭』(髙桑　登)

参加者数 合計　のべ７６名
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③来所者

ア.見学・研修等
№ 来所者 期　日 人数 内　容

1 上山市立南小学校第5学年 2018年5月1日 81 施設見学、施設利用(体験学習)

2 上山市立中山小学校同窓会 2018年5月10日 12 施設見学

3 山形県立山形聾学校小学部第６学年 2018年5月17日 3 施設見学、施設利用(体験学習)

4
山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館

2018年5月22～24日 3 施設利用(写真撮影研修)

5
日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究(Ｂ)プロジェクト

2018年6月10日 20 施設利用

6 尾花沢市文化財保護委員会 2018年6月15日 1 施設利用（赤外線による遺物の鑑定）

7 上山キャリアスタートウィーク 2018年7月3～5日 2 職場体験

8
山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館

2018年7月6日 2 施設利用(写真撮影研修)

9 いわき市教育委員会　教育委員 2018年7月12日 5 施設見学

10 仙台市教育委員会 2018年7月17日 1 施設見学(整理作業中の遺物閲覧)

11 上山市民 2018年7月20日 3 施設見学、施設利用(体験学習)

12 山形県立上山明新館高等学校 2018年8月8･9日 1 職場体験(センター･川前２遺跡)

13 福岡県民 2018年8月22日 1 施設見学

14 中山地区会 2018年9月30日 － 施設利用（放送設備一式）

15 中山地区会 2018年10月7日 － 施設利用（放送設備一式）

16 東北学院大学大学院　学生 2018年10月15日 1
施設見学
遺跡見学〈川前２遺跡、中野目Ⅱ遺

17 山形県立博物館ボランティア 2018年11月5日 4 施設見学

18 山形市民 2018年11月6日 1 施設見学

19 寒河江市教育委員会 2019年1月28日 1 施設利用(出土遺物の鑑定)

20 中山町柳沢地区 2019年1月31日 2 施設利用（赤外線による遺物の鑑定）

21 (公財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年2月14日 3 施設見学、施設利用(職員研修)

22 土偶研究会 2019年3月10日 20 施設利用

23 大江町教育委員会 2019年3月12日 1 施設利用(出土遺物の鑑定)
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イ.図書閲覧
№ 期　日

1 2018年8月7日

2 2018年11月14日

3 2018年12月17日

4 2019年2月23日

5 2019年2月26日

6 2019年3月13日

7 2019年3月15日

8 2019年3月19日

9 2019年3月26日

ウ.資料調査
№ 期　日

1 2018年4月27日

2 2018年5月2日

3 2018年5月15日

4 2018年5月22日

5 2018年9月6日

6 2018年10月4日

7 2018年10月16･17日

8 2018年11月7日

9 2018年12月14日

10 2018年12月17日

11 2018年12月27日

12 2019年3月10日

④調査説明会
№ 市町村 遺跡名 開催日 遺跡種別 参加者数

1 山形市 川前２遺跡 集落跡

2 山形市 中野目Ⅱ遺跡 集落跡
502018年10月6日

尾花沢市民 資料の検討のため

(公財)とちぎ未来づくり財団
埋蔵文化財センター　職員

古代武器の研究のため

尾花沢市民
2018年の東北地方の縄文時代研究の
動向

尾花沢市民
縄文時代の東北地方遺跡及び論文の
参考

神奈川大学理学部　教員

西谷地遺跡、馳上遺跡、岩﨑遺跡、
土崎遺跡、梵天塚遺跡、中谷内遺跡、
興屋川原遺跡、山形城三の丸跡、
沼田遺跡、南田遺跡、向田遺跡、
平田地区遺跡、大槻新田遺跡、
手蔵田３遺跡、横代遺跡、熊野田遺跡

京都大学大学院　教員 富山遺跡

明治大学文学部　教員 かっぱ遺跡

東北芸術工科大学　教員
中川原Ｃ遺跡、原の内Ａ遺跡、
山居遺跡、西海渕遺跡

東北大学大学院　教員 太郎水野２遺跡

東北芸術工科大学　学生 清水西遺跡

来所者 閲覧目的

東北芸術工科大学　教員 縄文時代早期土器研究のため

新潟市文化財センター 助作遺跡、矢馳Ａ遺跡

来所者 対象遺跡
(公財)福島市振興公社
宮畑遺跡史跡公園　職員

千野遺跡

土偶研究会 中川原Ｃ遺跡、宮ノ前遺跡

尾花沢市民 経塚等の研究

明治大学文学部　学生 かっぱ遺跡

(公財)とちぎ未来づくり財団
埋蔵文化財センター　職員

三条遺跡

天童市立旧東村山郡役所資料館　館長･職員
高擶南遺跡、
菖蒲江１遺跡、菖蒲江２遺跡、
板橋１遺跡、板橋２遺跡

尾花沢市民 経塚等の研究

川西町民 遺跡調査のため

尾花沢市民 経塚関係の調査等
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⑤職員派遣等
№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

1
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2018年
4月23日

第2回村山市歴史文化基本構想策定員
会

2 東アジア考古学研究所
全谷先史博物館（大韓民
国）

大場　正善
2018年
4月30日
～5月8日

漣川郡旧石器祭りでの旧石器製作実
演

3
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市視聴覚教育セン
ター

阿部　明彦
2018年
5月7日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

4 山辺町教育委員会 山辺町役場 黒坂　雅人
2018年
5月8日

山辺町文化財保護審議会

5
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

大場　正善
2018年
5月19日

主催事業｢勾玉･弓矢･石器をつくろ
う！｣講師

6 大石田町教育委員会
大石田町町民交流セン
ター｢虹のプラザ｣

阿部　明彦
2018年
5月20日

駒籠楯跡発掘調査報告会

7
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2018年
5月21日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

8
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

明治大学駿河台キャンパ
ス

大場　正善
2018年
5月26～28日

科学研究費補助金に基づく研究成果
発表

9 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2018年
5月28日

第1回舟形町文化財保護委員会

10
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市農村環境改善セン
ター

阿部　明彦
2018年
6月11日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

11 中山町教育委員会 中山町中央公民館 伊藤　邦弘
2018年
6月18日

中山町文化財保護審議会

12 山辺町教育委員会
山辺町役場
東北歴史博物館　他

黒坂　雅人
2018年
6月21日

山辺町文化財保護審議会視察研修会

13 舟形町教育委員会
舟形町中央公民館･猿羽根
楯跡･西ノ前遺跡

齊藤　主税
2018年
6月21日

平成30年度国･県指定文化財巡回指
導

14 山形県教育委員会 山形県庁 植松　暁彦
2018年
6月22日

平成30年度　埋蔵文化財調整会議

15 尾花沢市教育委員会
尾花沢市文化体育施設サ
ルナート

阿部　明彦
2018年
7月1日

山形県地域史研究協議会第44回総
会･研究大会

16
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2018年
7月4日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

17 大石田町教育委員会
大石田町町民交流セン
ター｢虹のプラザ｣

阿部　明彦
2018年
7月6日

平成30年度第1回大石田町駒籠楯跡
調査検討委員会

18
天童市立旧東村山郡役所
資料館

天童市立旧東村山郡役所
資料館

水戸部秀樹
2018年
7月7日

講演『エジプトへの旅と発掘調査』

19
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

齊藤　主税
水戸部秀樹

2018年
7月8日

平成30年度特別テーマ展関連講座
「押出遺跡の6次調査と山形県内の縄
文時代前期後半の世界」

20
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

大場　正善
2018年
7月14日

主催事業｢勾玉･弓矢･石器をつくろ
う！｣講師
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

21
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

齊藤　主税
小林　圭一

2018年
7月15日

平成30年度特別テーマ展関連講座
「押出遺跡の6次調査と山形県内の縄
文時代前期後半の世界」

22
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2018年
7月23日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

23 津南町教育委員会 津南町教育委員会 菅原　哲文
2018年
7月28日

平成30年度企画展打合せ

24 舟形町教育委員会 Ｂ&Ｇ舟形海洋センター 小林　圭一
2018年
8月4日

縄文の女神まつり｢記念講演｣講師

25
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

大場　正善
2018年
8月10日

スクールオブジョウモン　石器づく
り講師

26 山形大学附属博物館 山形大学附属博物館
小林　圭一
菅原　哲文
阿部　明彦

2018年
8月21日

結髪土偶の脚部および復元に関する
調査および助言

27 文化庁文化財部記念物課 文化庁文化財部記念物課 水戸部秀樹
2018年
8月31日

平成30年度刊行予定『埋蔵文化財保
護行政におけるデジタル技術の導入
について』に伴う山形県埋蔵文化財
センターにおけるデジタル技術の導
入状況に関する事例の紹介（寄稿）

28
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

佐世保市教育委員会　他 大場　正善
2018年
9月2～8日

科学研究費補助金に基づく資料調査

29 大石田町教育委員会
大石田町立歴史民俗資料
館

阿部　明彦
2018年
9月3日

平成30年度駒籠楯跡調査事前打合せ

30 遊佐町教育委員会 遊佐町　しらい自然館 大場　正善
2018年
9月18日

縄文食体験講座　講師

31 長井市史編纂委員会 長井市生涯学習プラザ 菅原　哲文
2018年
9月20日

平成30年度長井市史編集委員及び執
筆員による拡大編集委員会

32 大石田町教育委員会 大石田町駒籠 阿部　明彦
2018年
9月26日

平成30年度駒籠楯跡調査現地打合せ

33 大石田町教育委員会 大石田町駒籠 阿部　明彦
2018年
10月1～5日

平成30年度駒籠楯跡発掘調査

34
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

齋藤　　健
髙桑　　登

2018年
10月14日

第20期考古学セミナー　講師

35 大石田町教育委員会 大石田町駒籠 阿部　明彦
2018年
10月15
～20日

平成30年度駒籠楯跡発掘調査

36 寒河江市教育委員会 寒河江市文化センター 髙桑　　登
2018年
10月17日

第4回慈恩寺調査検討委員会

37 大石田町教育委員会 大石田町駒籠 阿部　明彦
2018年
10月22
～23日

平成30年度駒籠楯跡発掘調査

38 津南町教育委員会 津南町商工会館 菅原　哲文
2018年
10月27･28日

津南シンポジウムⅩⅣ「馬高式土器
の成立･展開･終焉」報告

39 山形大学附属博物館 東北大学総合学術博物館 菅原　哲文
2018年
10月30日

結髪土偶の復元調査
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

40
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

大場　正善
2018年
11月3日

主催事業｢勾玉･弓矢･石器をつくろ
う！｣講師

41
鶴岡市上郷地区自治振興
会

鶴岡市中山地区コミュニ
ティセンター

須賀井新人
2018年
11月3日

上郷地区内めぐり　講師

42
明治地区文化祭実行委員
会

山形市明治コミュニティ
センター

天本　昌希
2018年
11月3日

中野目Ⅱ遺跡･川前２遺跡の発掘調査
報告　講師

43 東京大学大学院
東京大学大学院人文社会
系研究科･文学部

大場　正善
2018年
11月5日

特別講義　講師

44
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

伊藤　邦弘
2018年
11月13日

平成30年度第1回運営協議会

45 東根市教育委員会 東根市役所　他 阿部　明彦
2018年
11月16日

東根市文化財保護審議会現地視察

46
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

唐津市教育委員会
雲仙市教育委員会　他

大場　正善
2018年
11月28日
～12月5日

科学研究費補助金に基づく資料調査

47
村山市教育委員会
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市農村環境改善セン
ター

阿部　明彦
2018年
11月30日

文化財保護審議会辞令交付
歴史文化基本構想策定委員会作業部
会

48
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

伊藤　邦弘
2019年
2月6日

平成30年度第2回運営協議会

49 山形市教育委員会 山形市役所 髙桑　弘美
2019年
2月7日

山形市文化財保護委員会

50 山形市南部公民館 山形市南部公民館 植松　暁彦
2019年
2月18日

主催事業｢山形まるごと歴史探訪｣講
師

51 大石田町教育委員会
大石田町町民交流セン
ター｢虹のプラザ｣

阿部　明彦
2019年
2月19日

平成30年度第2回大石田町駒籠楯跡
調査検討委員会

52 米沢市教育委員会 米沢市教育委員会文化課 髙桑　　登
2019年
2月28日

大南遺跡出土遺物調査指導

53 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2019年
3月1日

第2回舟形町文化財保護委員会

54
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市役所 阿部　明彦
2019年
3月5日

村山市歴史文化基本構想策定委員会
作業部会

55 東根市教育委員会 東根市役所　他 阿部　明彦
2019年
3月8日

東根市文化財保護審議会および現地
視察

56
村山市歴史文化基本構想
策定委員会

村山市農村環境改善セン
ター

阿部　明彦
2019年
3月14日

第3回村山市歴史文化基本構想策定委
員会総会

57 山形県教育委員会 山形市　あこや会館 髙桑　弘美
2019年
3月20日

山形県文化財保護審議会

58
鹿児島大学埋蔵文化財調
査センター

鹿児島大学
鹿児島県立埋蔵文化財セ
ンター

大場　正善
2019年
3月21～25日

科学研究費補助金に基づく資料調査

59 中山町教育委員会 中山町中央公民館 伊藤　邦弘
2019年
3月27日

中山町文化財保護審議会
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⑥資料貸出
№ 貸出先 借用目的 貸出期間 資料名 数量

1 山辺町立相模小学校 社会科学習の資料とするため
2018年4月18日
～5月2日

西ノ前遺跡、百刈田遺跡
高擶南遺跡

7

2 山形市立第二小学校 6年生社会科の授業の教材として
2018年5月7日
～5月14日

西ノ前遺跡、百刈田遺跡
高擶南遺跡

7

3 山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

参考資料として
2018年5月15日
～6月9日

大壇B・C遺跡、吹浦遺跡
高瀬山遺跡、川内袋遺跡
上記各遺跡の写真資料　等

12

4 天童市立旧東村山郡役所資料館 企画展において展示するため
2018年6月1日
～9月7日

高擶南遺跡、菖蒲江１遺跡
菖蒲江２遺跡、板橋１遺跡
板橋２遺跡、砂子田遺跡

25

5 NPO法人国際縄文学協会
国際縄文学協会発行　海外向け
縄文誌「JOMON　Vol.7」に掲載
のため

2018年7月1日 押出遺跡　写真資料 2

6 (公財)仙台市市民文化事業団
仙台市富沢遺跡保存館

平成30年度夏・秋のコーナー展
示にて展示するため

2018年7月3日
～10月31日

西海渕遺跡
及び写真資料

32
12

7 舟形町教育委員会
縄文の女神まつり及び舟形町歴
史民俗資料館展示のため

2018年8月1日
～11月9日

西ノ前遺跡 63

8 山形県立博物館
国宝「縄文の女神」展示解説会
(8/12)にて西ノ前遺跡出土遺物
を紹介するため

2018年8月6日
～8月14日

西ノ前遺跡 7

9 津南町教育委員会
秋季企画展『火焔土器の魅力』
の展示資料・図録として使用する
ため

2018年8月20日
～11月30日

西海渕遺跡、野新田遺跡
空沢遺跡、原の内Ａ遺跡
及び写真資料

9
2

10 株式会社　敬文舎

小学館刊　三上義孝著『天皇は
なぜ紙幣に描かれないのか－日
本史の謎30』の本文挿図として掲
載するため

2018年9月5日 亀ヶ崎城跡　写真資料等 5

11 山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

第26回企画展図録『木は語る～
古代から近世の木簡と木製品
～』の参考資料として

2018年9月12日
～10月4日

後田遺跡、俵田遺跡
生石２遺跡、大楯遺跡
南興野遺跡、今塚遺跡
大坪遺跡、宮ノ下遺跡
荒川２遺跡、上高田遺跡
高瀬山遺跡、服部遺跡
藤治屋敷遺跡、山田遺跡
鶴ヶ岡城跡
上記各遺跡の写真アルバム

28

12 山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

第26回企画展図録『木は語る～
古代から近世の木簡と木製品
～』および展示パネル、チラシに
掲載するため

2018年9月15日

荒川2遺跡、今塚遺跡
後田遺跡、大楯遺跡
小田島城跡、上高田遺跡
亀ヶ崎城跡、熊野田遺跡
高瀬山遺跡、俵田遺跡
鶴ヶ岡城跡、生石2遺跡
馳上遺跡、服部遺跡
南興野遺跡、宮ノ下遺跡
山田遺跡
上記各遺跡の写真資料

232

13 村山市立図書館
村山市教委発行の冊子『霧の中
の500年』(仮題)に掲載するため

2018年10月31日 山辺条里遺構　写真資料 2

14 村山市立図書館
村山市教委発行の冊子『霧の中
の500年』(仮題)に掲載するため

2018年10月31日 蝉田遺跡　写真資料 5
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№ 貸出先 借用目的 貸出期間 資料名 数量

15 東北芸術工科大学修士課程 修士論文の執筆のため 2018年12月14日 清水西遺跡
及び写真アルバム

26
8

16 山形県立博物館
国宝「縄文の女神」展示解説会
(12/23)にて西ノ前遺跡出土遺物
を紹介するため

2018年12月21日
～12月26日

西ノ前遺跡 7

17 NPO法人国際縄文学協会
国際縄文学協会発行「縄文」30
号に資料として掲載するため

2018年12月27日 押出遺跡、月ノ木Ｂ遺跡
上記各遺跡の写真資料

52

18 株式会社　新泉社
(株)新泉社発行｢シリーズ『遺跡を
学ぶ』133『押出遺跡』｣の本文に
解説図版として掲載するため

2019年1月 押出遺跡、月ノ木Ｂ遺跡
上記各遺跡の写真資料

46

19 山形県立うきたむ風土記の丘考古
資料館

｢第1回物流･交流の考古学的研
究集会｣において検討資料とする
ため

2019年2月15日
～2月20日

吹浦遺跡、原の内遺跡
川口遺跡、宮の前遺跡
渡戸遺跡、かっぱ遺跡
高瀬山遺跡、西向遺跡
坂ノ上遺跡、川内袋遺跡

95

20 寒河江市教育委員会
『寒河江市史　環境･考古編』に
掲載するため

2019年3月31日

三条遺跡、高瀬山遺跡
富沢Ⅰ遺跡、富山遺跡
落衣長者屋敷遺跡
平野山古窯跡群
高松Ⅱ遺跡、高松Ⅲ遺跡
富山２遺跡、木の沢楯跡
上の寺遺跡、睦合楯跡
上記各遺跡の写真資料

309
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⑦資料掲載許可
№ 貸出先 資料名 数量

1 NPO法人国際縄文学協会 押出遺跡　写真資料 2

2 村山市立図書館 山辺条里遺構　写真資料 2

3 株式会社　敬文舎 亀ヶ崎城跡　写真資料 5

4 村山市立図書館 蝉田遺跡　写真資料 5

5 津南町教育委員会
西海渕遺跡、野新田遺跡
空沢遺跡、原の内Ａ遺跡
各遺跡の写真資料

5

6 寒河江市教育委員会

三条遺跡、高瀬山遺跡
富沢Ⅰ遺跡、富山遺跡
落衣長者屋敷遺跡
平野山古窯跡群
高松Ⅱ遺跡、高松Ⅲ遺跡
富山２遺跡、木の沢楯跡
上の寺遺跡、睦合楯跡
上記各遺跡の写真資料

309

7 山形県立うきたむ風土記の丘
考古資料館

荒川2遺跡、今塚遺跡
後田遺跡、大楯遺跡
小田島城跡、上高田遺跡
亀ヶ崎城跡、熊野田遺跡
高瀬山遺跡、俵田遺跡
鶴ヶ岡城跡、生石2遺跡
馳上遺跡、服部遺跡
南興野遺跡、宮ノ下遺跡
山田遺跡
上記各遺跡の写真資料

232

8 国立歴史民俗博物館 三条遺跡　実測図 1

9 株式会社　新泉社
押出遺跡、月ノ木Ｂ遺跡
上記各遺跡の写真資料

46

10 NPO法人国際縄文学協会
押出遺跡、月ノ木Ｂ遺跡
上記各遺跡の写真資料

52

11 秋田魁新報社 小反遺跡　写真資料 3

『延喜式研究』掲載論文のＰＤＦ化によるネット
掲載のため

『寒河江市史　環境･考古編』に掲載するため

借用目的

国際縄文学協会発行　海外向け縄文誌「JOMON
Vol.7」に掲載のため

村山市教委発行の冊子『霧の中の500年』(仮題)に
掲載するため

小学館刊　三上義孝著『天皇はなぜ紙幣に描かれ
ないのか－日本史の謎30』の本文挿図として掲載
するため

村山市教委発行の冊子『霧の中の500年』(仮題)に
掲載するため

秋季企画展『火焔土器の魅力』の展示資料・図録
として使用するため

第26回企画展図録『木は語る～古代から近世の木
簡と木製品～』および展示パネル、チラシに掲載
するため

(株)新泉社発行｢シリーズ『遺跡を学ぶ』133『押
出遺跡』｣の本文に解説図版として掲載するため

国際縄文学協会発行「縄文」30号に資料として掲
載するため

秋田魁新報文化欄に掲載のため
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⑧研究紀要

山形県埋蔵文化財センター『研究紀要』第11号に掲載した論文の、タイトルと執筆者は以下の通りです。

・東山型ナイフ形石器群の石刃は、どのように剝離されていたのか？……………………大場　正善
　－お仲間林遺跡、および太郎水野２遺跡出土石刃石器群の

動作連鎖の概念に基づく石器技術学分析－

・山形県北東部における縄文時代中期の遺跡動態……………………………………………小林　圭一
　－西海渕遺跡と西ノ前遺跡を中心として－

・古墳時代の東北地方南部における生業について……………………………………………植松　暁彦

・公益財団法人山形県埋蔵文化財センターにおけるデジタル技術の利用例について……水戸部秀樹

⑨出版物
ア.調査説明会資料

発行年月日

中野目Ⅱ遺跡２次・川前２遺跡５次発掘調査説明資料 2018年10月6日

イ.調査報告書
シリーズ№ 書　名 発行年月日

231 2018年7月31日

232 2019年3月31日

233 2019年3月31日

234 2019年3月29日

235 2019年3月31日

ウ.その他
発行年月日

平成29年度　年報 2018年5月1日

研究紀要　第11号 2019年3月29日

⑩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

・整理作業トピックス

・イベント情報

・センター刊行物案内

・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１，７３６冊 のデータ入力実施(File Maker Pro使用）

書　名

資料名

山形城三の丸跡　第15･17･19次発掘調査報告書

八反遺跡　第1～3次発掘調査報告書

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

埋蔵文化財センター考古学講座、調査説明会、各種イベント情報の提供

調査報告書、発掘調査説明資料などの刊行物等の紹介

Web版広報誌「埋文やまがた」の紹介、およびバックナンバーの閲覧と
ダウンロード
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

整理作業中の遺跡から、話題を取り上げて紹介

藤島城跡　第７次発掘調査報告書

八幡一遺跡　第1･2次発掘調査報告書

上竹野遺跡　第1･2次発掘調査報告書
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