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は じ め に 
 

 令和２年度は、新型コロナ（COVID-19）の感染拡大に伴う休館の中で始まりました。この休館は令和

元年度末の３月 28日からとられた措置で、連休明けの５月 15日まで続きました。休館措置が解除され

ても制限付き開館が５月いっぱい続き、６月１日にはサービスの拡大措置がとられ、６月 19日からは

入館者名簿への記載も不要になるなど、制限は徐々に緩和されていきましたが、現在も「新しい生活様

式」での感染防止対策は、館の運営上、最優先の課題となっています。 

 今年度は開館以来、着手してこなかった収蔵品の台帳化の初年度として、その作業を優先するため例

年６～９月にかけて開催してきた特別テーマ展を休止することとしました。休館措置もあったことか

ら、当初は職員全員で取り組み、年度末までに収蔵品の 4割ほどの台帳化を進めることができました。 

 第 28回企画展は「水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形」と題し、重要文化財指定後の保存修理事

業が終了した土器と縄文時代中期初頭から中期前半の県内の出土品を展示しました。 

中期初頭の天童市板橋 1遺跡の土器を皮切りに、水木田遺跡や鶴岡市西向遺跡、米沢市台ノ上遺跡の

大木 7a式、五領ヶ台系の土器、北陸の新保式に併行する土器、次いで水木田遺跡の中核をなす大木７b

式及び、北東北の円筒下層 b 式、北陸の新崎式、東関東の阿玉台式等の併行する土器を展示しました。

上記の遺跡に酒田市飛島蕨山遺跡、新庄市中川原 C遺跡、尾花沢市原の内Ａ遺跡、長井市宮遺跡などの

出土品が加わりました。最後は大形化、立体的な装飾が目立つ大木８a式期の全国で２番目に大きな水

木田遺跡の土器や、県内で唯一の完形品である遊佐町柴燈林遺跡の火焔土器も展示しました。 

土器の水木田遺跡の重要文化財の土偶全点と最上、村山地域の西ノ前型を中心とした土偶、変遷過程

が追える台ノ上遺跡の土偶、三角土製品、この時期特有の鼓形石棒等を展示しました。また、初めての

試みですが、展示解説を当館ホームページ上から発信し好評を得ました。 

７月にコロナ禍の中で最初に開講した館長講座「小山崎遺跡を知ろう」は３密にならないよう受講者

を 20名に制限しました。この措置はつぎの考古学セミナーでも踏襲しました。 

企画展のテーマで開催した第 22期考古学セミナーでは３回開催し６名の講師陣からお話しをいただ

きました。この講座の様子もホームページ上で動画を公開しました。菅原哲文先生の「山形県の縄文時

代中期以前半の文化動態」と題する企画展講演会では、県内の中期初頭～前葉は北陸や関東の土器文化

の影響が強く、地域によってその度合いが異なること、大木 8a式期に入ると大木式土器文化が強化さ

れ、逆に県外地域に影響を与えていくことなど中期文化をダイナミックにお話していただきました。 

 当館の催し物で最も多くの参加者がある「赤ちゃんの手形をつくろう」の５月連休中の開催はとても

無理であろうと判断し、感染対策をとり、時間帯を設定した完全予約、参加者は県内に限るとして８月

の盆前に開催しました。昨年の 1,120個に対し 311個で 3分の 1以下となりました。本館の大きな柱で

ある「体験講座」ではどうしても３密を回避できないものもあり、５月の開館以降も開催できないもの

も多かった 1年でした。また、うきたむ学講座、山形の考古資料検討会も開催できず、昨年は 1万人を

越えた総入館者数も 3,882名に留まりました。 

 末尾になりましたが、何かとご支援賜りました山形県観光文化スポーツ部文化振興・文化財課、公益

財団法人山形県埋蔵文化財センター、県内各市町教育委員会、東北芸術工科大学、米沢女子短期大学、

うきたむ考古の会、山形考古学会、歴史公園管理組合等の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

令和 3年 3月 31日 

                       館 長  渋 谷 孝 雄 
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1．施  設  概  要 

 

（１） 設置の趣旨 

     山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館は、本県にとっての歴史上重要な古代の遺跡に関する 

資料の収集、保管及び展示を行うとともに、風土記の丘の中心として設置するものである。 

 

（２） 沿革 

昭和 51年度  第 6次山形県総合開発計画及び第 2次山形県教育振興計画において、風土記の丘 

（歴史公園）建設構想提示 

昭和 56年度   風土記の丘実態調査を実施し、候補予定地は、高畠町の洞窟遺跡群を中心とする 

置賜地域が適当と報告 

昭和 60年度    第 7次山形県総合開発計画及び第 3次山形県教育振興計画において、候補地区を 

高畠町を中心とする置賜地区に位置付け 

昭和 61年度  風土記の丘基本構想・計画を作成 

平成 2 年度    考古資料館の基本・実施設計を作成 

平成 3 年度  高畠町町有地を借用し、考古資料館本体工事着工、展示工事着工 

平成 4 年度  考古資料館建物本体・展示工事完成、考古資料館外構工事・植栽工事施工 

名称を「うきたむ風土記の丘考古資料館」に決定 

平成 5 年度  考古資料館開館  4月 23日 

 

（３） 施設 

 

      鉄筋コンクリート造平屋建 

敷地面積：7,000㎡ 

延床面積：1,358.24 ㎡ 

 

      常設展示室       279.00㎡  

      企画展示室       129.37㎡ 

      収蔵庫（2層）     129.37㎡ 

      研修室           125.70㎡ 

事務室            67.50 ㎡ 

作業室・荷解室    51.75 ㎡ 

ロビー・ホール   336.85 ㎡ 

その他（機械室等） 238.70 ㎡ 

 

 

 

     ［山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館平面図］ 
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（４） 所在地   山形県東置賜郡高畠町大字安久津 2117 

JR高畠駅よりタクシーで 15 分 

           JR高畠駅より自転車で 40 分 

※高畠駅にレンタサイクルがあり「まほろばの緑道」のサイクリング道がある 

 

（５） 開館時間  AM9：00～PM4：30（入館は 4：00まで） 

  

（６） 休館日   月曜日、国民の祝日（こどもの日と文化の日は無料開館） 

年末年始（12月 28日～1月 4 日） 

大型連休中は、臨時開館の場合あり 

燻蒸作業のため臨時休館の場合あり 

 

（７） 入館料金  一般 200円（150 円）、大学生 100 円（70 円）、高校生以下無料 

（  ）は 20名以上の団体料金（１人につき） 

 

（８） 入館料の減免 次の基準により減免（無料入館） 

１．こどもの日・文化の日・その他教育委員会が指定する日において、資料館が主催する 

教育、学術及び文化の普及向上に資する行事に参加する者については入館料を免除する 

２．前項に規定する者のほか、入館料の減免を受けることができる者は、次の各号の一に 

該当する者とする 

１）教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒、学生及びこれらの引率者 

２）その他教育委員会が公益上特に必要があると認める者 

※上記の入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書を考古資料館に提出すること 

３）身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の交付を受けている者、 

並びにその付添い 
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２．開館後のあゆみ 

 

 
  （敬称略） 

【開館記念行事】    

平成 5 年度（1993） 記念行事・記念講演「考古資料館に期待すること」 田中 琢（文化庁） 

 

【企画展示】    

年度 種  別 展 示 テ ー マ 期  間 

H 5  

第１回特別展 「縄文の四季」 4 月 23 日(金)～8 月 22 日(日) 

第 1 回収蔵品展 「押出遺跡とその周辺」 9 月 

第 1 回企画展 「古墳と人びとのくらし‐今、地域の古代を考える‐」 10 月 1 日(金)～11 月 30 日(火) 

第 2 回収蔵品展 「最近発掘された置賜の遺跡から」 12 月 9 日(木)～4 月 16 日(土) 

6 

第 2 回企画展 
「一の坂遺跡と巨大住居～縄文のロングハウスのナゾにせま

る～」 
5 月 1 日(日)～11 月 30 日(火) 

第 3 回収蔵品展 「平地と山地の縄文遺跡」 8 月 4 日(木)～9 月 25 日(日) 

第 3 回企画展 「発掘された中世‐まじないと祈りの世界‐」 10 月 1 日(土)～11 月 30 日(水) 

第 4 回収蔵品展 「古代の村とくらし‐南原・寝鹿遺跡を中心として‐」 12 月 6 日(火)～4 月 23 日(日) 

7 

第 2 回特別展 「よみがえる縄文文化」 4 月 27 日(木)～7 月 30 日(日) 

第 5 回収蔵品展 「高畠の古墳時代」 8 月 4 日(金)～9 月 27 日(水) 

第 4 回企画展 「やまがた古代の役所」 10 月 1 日(日)～11 月 30 日(木) 

第 6 回収蔵品展 「置賜地域のやきもののうつり変わり」 12 月 6 日(火)～4 月 21 日(金) 

8 

第 5 回企画展 「山形の古代窯業遺跡」 4 月 27 日(土)～7 月 31 日(水) 

第 7 回収蔵品展 「縄文の四季 春 夏 秋 冬」 8 月 6 日(金)～9 月 25 日(水) 

第 3 回特別展 「縄文のタイムカプセル 押出遺跡」 10 月 1 日(火)～11 月 30 日(土) 

第 8 回収蔵品展 「やきもののうつり変わり‐置賜地域を中心に‐」 12 月 5 日(木)～4 月 25 日(金) 

9 

テーマ展 「考古資料からみた古代・中世」 4 月 27 日(日)～9 月 

第 6 回企画展 「縄文の花開いて  一の坂・台ノ上遺跡」 10 月 1 日(水)～11 月 30 日(日) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」 12 月 9 日(火)～ 

10 
第 7 回企画展 「山形の弥生文化‐水田稲作の始まり‐」 10 月 1 日(木)～11 月 29 日(日) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

11 
第 8 回企画展 「やまがたの古墳とその時代」 10 月 1 日(金)～11 月 30 日(火) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

12 
第 9 回企画展 

「縄文時代最後の世界～やまがたの亀ヶ岡文化 村山市宮

の前遺跡を中心に～」 
10 月 1 日(日)～11 月 30 日(木) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

13 
第 10 回企画展 「発掘された山形の城館跡」 10 月 2 日(火)～11 月 30 日(金) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

14 
第 4 回特別展 「やまがたの縄文土器」 10 月 1 日(火)～11 月 30 日(土) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

15 
第 11 回企画展 「古代長者の世界～米沢市古志田東遺跡～」 10 月 1 日(水)～11 月 30 日(日) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

16 
第 12 回企画展 「埋められた経 こめられた願い‐やまがたの経塚‐」 10 月 1 日(金)～11 月 30 日(火) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

17 
第 13 回企画展 「古墳ができたころ‐山形盆地の集落を中心に‐」 10 月 1 日(土)～11 月 30 日(水) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

18 
第 14 回企画展 「旧石器から日向へ‐大きく変った環境と文化‐」 10 月 1 日(日)～11 月 30 日(木) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

19 
第 15 回企画展 「縄文の至宝‐押出遺跡‐」 10 月 2 日(火)～11 月 30 日(金) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

20 

ミニ企画展 「平安初頭のカレンダー」 
4 月 15 日(火)～5 月 25 日(日) 

12 月 7 日(日)～3 月 8 日(日) 

特別テーマ展 「発掘おきたま最前線の考古展 1 ‐蘇る原始・古代の置賜像‐」  6 月 1 日(日)～9 月 24 日(水) 

第 16 回企画展 「出羽国ができるころ」 10 月 1 日(水)～11 月 30 日(日) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  
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21 

特別テーマ展 「発掘おきたま最前線の考古展 2 ‐蘇る中世・近世の置賜像‐」  3 月 15 日(土)～9 月 24 日(水) 

第 17 回企画展 「じょうもん天地人‐やまがた前期縄文人のたたかい‐」 10 月 1 日(水）～11 月 29 日(日) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

22 

特別テーマ展 「発掘おきたま最前線の考古展 3 ‐蘇る中世・近世の置賜像‐」  3 月 25 日(木）～9 月 24 日(金) 

第 18 回企画展 「平安初頭の南出羽‐役所とその周辺‐」 10 月 1 日(金)～11 月 30 日(火) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

23 
特別テーマ展 「お米つくりが始まった頃‐百刈田遺跡‐」 4 月 1 日(金)～9 月 25 日(日) 

第 19 回企画展 「やまがたの古墳時代‐最上川流域の古墳と集落‐」 10 月 1 日(土)～11 月 30 日(水) 

24 

特別テーマ展 企画展示室リニューアル記念「押出遺跡の名宝」 4 月 1 日(日)～5 月 31 日(木) 

特別テーマ展 「やまがたの歴史を語る遺跡展２‐古代の祭祀‐」 6 月 1 日(金)～9 月 23 日(日) 

第 20 回企画展 「中世やまがたの城館‐そこに城館がある理由‐」 10 月 2 日(火)～11 月 30 日(金) 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」  

25 

特別テーマ展 やまがたの歴史を語る遺跡展３ 「古墳時代の集落」 6 月 8 日（土）～9 月 22 日（日） 

20 周年記念企画展 「山形古代史発掘 40 年」 10 月 1 日（火）～11 月 30 日（土） 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」 12 月 8 日（日）～3 月 30 日（日） 

26 

特別テーマ展 「押出遺跡の新資料」 6 月 14 日（土）～9 月 24 日（水） 

第 22 回企画展 「弥生時代の山形」 10 月 1 日（水）～11 月 30 日（日） 

テーマ展 「古代・中世の考古資料」 12 月 7 日（日）～3 月 31 日（火） 

27 

特別テーマ展 「災害と祈り」 6 月 6 日(土)～8 月 5 日(水) 

第 23 回企画展 「重要文化財 水木田遺跡展」 10 月 1 日(木)～12 月 27 日(日) 

町村合併 60 周年 

記念特別展 
「たかはた美術館」展 8 月 8 日(土)～9 月 20 日(日) 

テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  

28 

特別テーマ展 「遺跡今昔物語－いせきこんじゃくものがたり－」 6 月 11 日（土）～9 月 11 日（日） 

第 24 回企画展 「森と暮せば－縄文人の植物利用－」 9 月 17 日（土）～12 月 4 日（日） 

テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  

29 

特別テーマ展 「くらべてみよう今と昔～台所編～」 6 月 10 日（土）～9 月 10 日（日） 

第 25 回企画展 「木と生きる～弥生・古墳時代の木製品～」 9 月 16 日（土）～12 月 3 日（日） 

テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  
 特別テーマ展 「押出遺跡の 6 次調査と山形県内の縄文前期後半の世界」 6 月 9 日（土）～9 月 9 日（日） 

30 第 26 回企画展 「木は語る～古代から近世の木簡と木製品～」 9 月 15 日（土）～12 月 2 日（日） 

 テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  

 特別テーマ展 「花沢Ａ遺跡と置賜の縄文時代中期後半の世界」 6 月 8 日（土）～9 月 8 日（日） 

Ｒ1 第 27 回企画展 「縄文時代後期の山形」 9 月 14 日（土）～12 月 1 日（日） 

 テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  

2 
第 28 回企画展 「水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形」 9 月 12 日(土)～12 月 6 日(日) 

テーマ展 「古墳時代から中世の考古資料」  

    

【講演会等】  P:パネリスト  C:コーディネーター 

年度 名  称 講 演 ・ テ ー マ 等  ・ 講  師 

H 5 企画展記念講演 「末期古墳がつくられたころ」                      工藤雅樹（福島大学教授） 

6 

企画展記念講演 「東北・北陸の巨大住居が意味するもの」              冨樫泰時（秋田埋文センター） 

企画展記念講演 「中尊寺金色堂の視線」                                入間田宣夫（東北大学教授） 

第 1 期 やさしい      

考古学入門講座 

「縄文時代の人々と文化」 6 回講座 

①川崎利夫  ②佐藤鎭雄  ③手塚孝  ④佐々木洋治  ⑤佐藤庄一  ⑥山崎正 

7 

特別展記念講演 「三内丸山遺跡と東北の縄文文化」                       岡田康博（青森県教育委員会） 

企画展記念講演 「古代出羽の役所」                                    小野忍（酒田市） 

第 2 期 やさしい      

考古学入門講座 

「日本のやきものの流れ」 10 回講座 

①川崎利夫  ②佐々木洋治  ③阿部明彦  ④佐藤鎭雄  ⑤佐藤庄一 

⑥手塚孝    ⑦長橋至     ⑧尾形與典  ⑨川崎利夫  ⑩板垣英夫 

8 

企画展特別講演 「東日本の古代窯業生産と流通」                         吉岡康暢（歴博教授） 

特別展特別講演 「縄文文化と現代」                                     佐原眞（歴博副館長） 

第 3 期 やさしい      

考古学入門講座 

‐遺跡発掘最前線‐「遺跡を掘る」パート 1 10 回講座 

①渋谷孝雄  ②佐々木洋治  ③阿部明彦  ④佐藤庄一  ⑤手塚孝 

⑥井田秀和  ⑦長橋至     ⑧名和達朗  ⑨阿部明彦  ⑩真壁健 

9 
テーマ展特別講演 「古代出羽の都」                             佐藤禎宏（酒田市中央高校教諭） 

企画展特別講演 「縄文文化の魅力」                            小林達雄（國學院大学教授） 
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第 4 期 やさしい      

考古学入門講座 

‐遺跡発掘最前線‐「遺跡を掘る」パート 2 

①梶原洋  ②手塚孝  ③井田秀和・川崎利夫  ④佐藤禎宏  ⑤山口博之 

10 

企画展特別講演 「東北の弥生文化‐その成立と展開‐」                     須藤隆（東北大学教授） 

第 5 期 やさしい      

考古学入門講座 

「中世の考古学」 5 回講座 

①伊藤清郎  ②飯村均  ③山口博之  ④川崎利夫  ⑤誉田慶信 

11 

第 8 回企画展 

シンポジウム 

基調講演「日本の中の山形の古墳」        大塚初重（明治大学教授） 

P：①手塚孝  ②佐藤鎭雄  ③茨木光裕  ④阿部明彦 C：川崎利夫 

第１期 

考古学セミナー 

「やまがたの古墳とその時代」 5 回講座 

①「山形の古墳」 辻秀人                      ②「やまがたの古墳」 川崎利夫 

③「山形県に於ける古墳時代の集落」 阿部明彦   ④「東北の埴輪」 藤沢敦 

⑤「副葬品からみた東北地方の古墳」 菊地芳朗 

12 

第 9 回企画展       

シンポジウム 

基調講演「縄文時代・最後の世界」         石川日出志（明治大学教授） 

P：①山口博之  ②佐藤庄一  ③佐藤禎宏  ④小林圭一   C：川崎利夫 

第２期 

考古学セミナー 

「奈良・平安時代の考古学」 5 回講座 

①木本元治  ②佐藤庄一  ③宮本長二郎  ④川崎利夫  ⑤阿部明彦 

山形の発掘        

〈調査検討会〉 

基調報告「2000 年度の発掘調査の成果と課題」    佐藤庄一（県教育庁） 

報告遺跡①馳上遺跡（埋蔵文化財センター）    ②森前遺跡（高畠町教育委員会） 

③陣が峰古墳群（川西町教育委員会）  ④成島 1 号墳（米沢市教育委員会） 

⑤大塚天神古墳（山辺町教育委員会）  ⑥西沼田遺跡（天童市教育委員会） 

⑦左沢城跡（大江町教育委員会）     ⑧安中坊遺跡（西川町教育委員会） 

⑨南台遺跡（長井市教育委員会） 

13 

第 10 回企画展      

シンポジウム 

「発掘された山形の城館跡」  基調講演「奥羽における城館跡」    伊藤清郎（山形大学教授） 

P:①山口博之  ②室野秀文  ③工藤清泰  ④福原圭一  ⑤松岡進     C：飯村均 

第３期 

考古学セミナー 

「発掘された山形の城館跡」 5 回講座 

①横山勝栄  ②保角里志  ③手塚孝  ④川崎利夫  ⑤高桑登 

山形・置賜の 

発掘調査検討会 

特別報告「2001 年度県内の発掘調査の概要」      佐藤庄一（県教育庁） 

報告遺跡①台ノ上遺跡（米沢市教育委員会）  ②北小屋屋敷遺跡（埋蔵文化財センター） 

③要害古墳（山辺町教育委員会）   

④特別報告「長者屋敷遺跡 木柱遺構について」   岩崎義信（長井市教育委員会） 

⑤愛宕山館（長井市教育委員会）    ⑥舘山北館（米沢市教育委員会） 

14 

第 4 回特別展      

講演会・縄文トーク 

「やまがたの縄文土器」  基調講演     小林達雄（國學院大学教授） 

縄文トーク     安孫子昭二（東京都教育庁） 

第４期 

考古学セミナー 

「やまがたの縄文土器」 5 回講座 

①渋谷孝雄  ②佐藤庄一  ③川崎利夫  ④小林圭一  ⑤阿部明彦 

置賜の 

発掘調査検討会 

特別報告「2002 年度県内の発掘調査の概要」      佐藤庄一（県教育庁） 

報告遺跡①台ノ上遺跡（米沢市教育委員会）   ②飛泉寺跡遺跡（埋蔵文化財センター） 

③高安窯跡（東北芸術工科大学） 

④報告「東北地方における頁岩の分布について」   秦昭繁（考古学協会） 

15 

企画展記念講演会 

トーク 

「古代の長者‐古志田東遺跡展‐」   基調講演  三上喜孝（山形大学助教授）  

 手塚孝（米沢市教育委員会） 

第５期 

考古学セミナー 

「平安時代の歴史と考古」 5 回講座 

①三上喜孝  ②吉田歓  ③北野博司  ④村木志伸  ⑤川崎利夫 

置賜の 

発掘調査検討会 

特別報告「2003 年の発掘調査の概要」       名和達朗(県教育庁） 

報告遺跡①大西遺跡（米沢市教育委員会）  ②京塚古墳群（米沢市教育委員会） 

③町尻遺跡（高畠町教育委員会）  ④高安窯跡（東北芸術工科大学） 

16 

企画展記念講演会 

トーク 

「東日本の経塚の地域性」            村木二郎（国立歴史民俗博物館）  

「やまがたの経塚」                 川崎利夫（当館館長） 

第６期 

考古学セミナー 

「信仰の歴史と考古」 5 回講座 

①伊藤清郎  ②石井浩幸  ③村木志伸  ④川崎利夫  ⑤岩鼻通明 

置賜の 

発掘調査検討会 

特別報告「2004 年の発掘調査の概要」     名和達朗(県教育庁） 

報告遺跡①京塚古墳群（米沢市教育委員会）  ②問答山遺跡（長井市教育委員会） 

      ③大在家遺跡（埋蔵文化財センター） ④大在家遺跡・町尻遺跡（高畠町教育委員会） 

 

 

17 

 

 

 

企画展記念講演会 「土器からみる古墳出現期の地域交流」       辻秀人（東北学院大学教授） 

第７期 

考古学セミナー 

 

「古墳出現期の考古学」                                 5 回講座 

①「古墳時代前期とはどんな時代か」 尾形與典 

②「馬洗い場Ｂ遺跡」 高橋敏・「梅野木前１遺跡」 長瀬えみ子 

③「古墳時代の始まりと山形盆地の前期古墳」 川崎利夫 

④「置賜盆地の前期古墳」 佐藤鎭雄          ⑤「古墳時代前期の土器」 阿部明彦 
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17 置賜の 

発掘調査検討会 

基調報告「2005 年県内の発掘の概要」       尾形與典（県教育庁） 

報告遺跡①野際遺跡（米沢市教育委員会）  ②百刈田遺跡（埋蔵文化財センター） 

③廻り屋遺跡（白鷹町教育委員会） ④蛇崩窯跡（埋蔵文化財センター） 

⑤大在家遺跡（埋蔵文化財センター） 

    

18 

企画展記念講演会 「日向洞窟の石器が語る環境と文化の大激変‐旧石器から縄文へ‐」佐川正俊(東北学院大学教授) 

第８期 

考古学セミナー 

「山形の旧石器・中石器時代」                            5 回講座（講演会含む） 

①「旧石器時代から中石器時代の外観」 佐藤鎭雄 

②「ナイフ形石器を使う人々」 渋谷孝雄・「細石器を使う人々」 石井浩幸 

③「新庄盆地の旧石器時代遺跡」 長沢正機・「酒田市八森遺跡」 佐藤禎宏 

④「高畠の洞窟遺跡群の文化」 井田秀和 

第Ⅰ期 

うきたむ学講座 

①「うきたむ学事はじめ」 佐藤鎭雄 

「高野山観音院過去帳に置賜の戦国時代を読む」 小林貴宏 

②「置賜古代史」 吉田歓・「団体紹介」 いいで歴史考古の会（井上俊雄） 

③「長者屋敷の世界」 岩崎義信・「米沢の峠を歩く」 菊地政信 

「団体紹介」 ふるさとの歴史と文化に親しむ会（古山重雄） 

置賜の 

発掘調査検討会 

基調報告「2006 年県内の発掘の概要」     阿部明彦（県教育庁） 

報告遺跡①花沢 A 遺跡（米沢市教育委員会） ②下叶水遺跡（埋蔵文化財センター） 

③高安窯跡（東北芸術工科大学）   ④加藤屋敷遺跡（埋蔵文化財センター） 

⑤檜原遺跡（埋蔵文化財センター） 

19 

企画展記念講演会 「押出遺跡の世界」                 佐藤庄一（県教育庁） 

第９期 

考古学セミナー 

「縄文時代前期の考古学‐押出遺跡にみる縄文人のくらし‐」    5 回講座 

①「大谷地の縄文文化」 佐藤鎭雄・「縄文の至宝 押出遺跡」 渋谷孝雄   

②「大谷地の縄文ムラ」 山口博之                 ③「押出ムラの土器」 小林圭一 

④「押出人の使用した石の道具とその形」 石井浩幸  ⑤「押出ムラのくらし」 菅原哲文 

第Ⅱ期 

うきたむ学講座 

①「中世置賜の城館址」 手塚孝・「米沢の行屋について」 角屋由美子 

「団体紹介」 長井文化財保護協会 

②「文字で語る置賜古代史」 三上喜孝・「団体紹介」 ゲンジ蛍とカジカ蛙愛護会 

③「古墳立地から探る古代人の思想」 佐藤鎭雄・「団体紹介」 川西町文化財保護協会 

置賜の 

発掘調査検討会 

基調報告「2007 年県内の発掘の概要」       石井浩幸（県教育庁） 

報告遺跡①堤屋敷遺跡（埋蔵文化財センター）  ②天王遺跡（埋蔵文化財センター） 

③街道西下遺跡（米沢市教育委員会） ④加藤屋敷遺跡（埋蔵文化財センター）  

⑤南台遺跡（長井市教育委員会） 

20 

企画展記念講演会 「出羽国ができるころ」             川崎利夫（当館名誉館長） 

第１０期 

考古学セミナー 

「飛鳥・奈良時代のやまがた」 5 回講座 

①「7 世紀後半から 8 世紀前半の考古資料と出羽建国前後のやまがた」 佐藤鎭雄・ 

「土師器・鉄製品からみる出羽建国前後のやまがた」 植松暁彦 

②「南陽の飛鳥・奈良時代遺跡調査」 佐藤鎭雄・「出羽最南端地域の考古学」 手塚孝 

③「須恵器からみる飛鳥・奈良時代のやまがた」 伊藤邦弘 

「高畠の飛鳥・奈良時代遺跡調査」 井田秀和 

④「古代出羽の水駅」 阿部明彦・「出羽建国前後の出羽郡と遺跡」 川崎利夫 

⑤「置賜における古代窯業の開始」 北野博司 

第Ⅲ期 

うきたむ学講座 

①「奥羽山系西部の自然」 島津憲一・「旧石器時代の台所事情」 秦昭繁 

②「人口減少社会、少子高齢化時代の中でふるさと遺産をどう守るか」 宮原博通 

「団体紹介」 うきたむ考古の会（高梨善三郎） 

③「平泉と置賜」 吉田歓・「団体紹介」 葉山の自然を守る会（原敬一） 

置賜の 

発掘調査検討会 

基調報告「2008 年県内の発掘の概要」          阿部明彦（県教育庁） 

報告遺跡①川前 2 遺跡（埋蔵文化財センター）      ②北目古墳群（東北芸術工科大学） 

③山形城三の丸遺跡(埋蔵文化財センター） ④金ヶ崎 34 号墳（米沢市教育委員会） 

⑤上の寺遺跡(埋蔵文化財センター)      ⑥駒籠楯跡（県教育庁） 

21 

企画展記念講演会 「じょうもん天地人‐やまがた前期縄文人のたたかい‐」    安斎正人（東北芸術工科大学教授）  

第１１期 

考古学セミナー 

「やまがたの縄文時代前期を考える」 5 回講座 

①「やまがたの前期縄文遺跡とその特色」 佐藤鎭雄  

②「やまがたの前期縄文土器と地域間交流」 水戸部秀樹 

「東北の縄文前期にみる森林文化」 福田正宏 

③「やまがたの縄文時代前期の集落」 小林圭一 

「やまがたの前期縄文人の土器調理と食」 北野博司 

④「やまがたの前期縄文石器と地域間交流」 秦昭繁 

⑤「やまがたの前期縄文人のくらし」 菅原哲文 
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21 

第Ⅳ期 

うきたむ学講座 

①「片倉小十郎と高畠」 島津憲一・「片倉小十郎と長井」 渋谷敏己 

②「春日元忠の生涯と仕事」 小林貴宏・「うきたむ学小辞典」 佐藤鎭雄 

③「片倉小十郎と米沢」 阿部哲人・「片倉小十郎と川西」 藤田宥宣 

置賜の 

発掘調査検討会 

基調報告「2009 年県内の発掘の概要」        丸吉繁一（県教育庁） 

報告遺跡①北目古墳（東北芸術工科大学）     ②鎌倉上遺跡（埋蔵文化財センター） 

③西谷地 B 遺跡（埋蔵文化財センター） ④百刈田遺跡（埋蔵文化財センター）  

22 

企画展記念講演会 「南出羽における平安初頭の官衙とその周辺」        佐藤庄一（山形考古学会副会長） 

講演会 
「平安初頭の出羽国南部」                     吉田歓（米沢女子短期大学教授） 

「文字資料が語る平安初頭の南出羽」              三上喜孝（山形大学准教授） 

第１２期 

考古学セミナー 

「平安初頭における南出羽の考古学」 5 回講座 

①「平安初頭の出羽国と南出羽の概況」 佐藤鎭雄 

「南出羽における平安初頭の土師器・赤焼土器・灰釉陶器」 阿部明彦  

②「平安の出羽国府・城輪柵跡と八森遺跡」 小野忍 

「南出羽における平安初頭の須恵器・瓦と古代窯業」 伊藤邦弘  

③「平安初頭における最上郡・村山郡の官衙とその周辺」 阿部明彦 

「南出羽における平安初頭の東山道駅路と駒籠楯遺跡」 竹田純子 

④「南出羽における出羽郡・田川郡・飽海郡の官衙とその周辺」 佐藤庄一  

⑤「平安初頭における置賜郡の官衙とその周辺」 佐藤鎭雄 

「平安初頭における宗教関連遺跡と仏教の伝播」 須賀井新人 

第Ⅴ期 

うきたむ学講座 

①「平子文書からみる戦国期の一断面」 渋谷敏己 

「上杉家臣団の形成―戦国から近世へ―」 角屋由美子 

②「米沢藩の鉄砲導入と砲術師・丸田九左衛門付、米沢藩の砲術流派と砲術訓練の実態」青木昭博  

③「川西町玉庭地区の鮎川党について―越後から置賜へ―」 渡辺敏和 

「前田慶次道中日記」 薗部寿樹 

山形の 

発掘調査検討会 

基調報告「2010 年県内の発掘の概要」        小嶋康広（県教育庁） 

報告遺跡①馳上遺跡（埋蔵文化財センター）  ②西谷地ｂ遺跡（埋蔵文化財センター） 

③作野遺跡（埋蔵文化財センター）  ④戸塚山古墳（米沢市教育委員会） 

23 

企画展記念講演会 「最上川流域の古墳とムラ」                      北野博司（東北芸術工科大准教授）  

講演会 「山形県の古墳」 川崎利夫（当館名誉館長）・「古墳時代を掘る」 手塚孝（米沢市教育委員会） 

第１３期 

考古学セミナー 

「やまがたの古墳時代を考える」 5 回講座 

①「やまがたの古墳時代概観」 佐藤鎭雄  ②「やまがたの古墳時代土師器」 阿部明彦 

③「やまがたの古墳時代須恵器」 伊藤邦弘・「やまがたの中期・後期古墳群」 草野潤平 

③「山形盆地の中後期古墳とお花山古墳群」 長橋至 

「山形盆地の中後期村落と嶋遺跡」 樋口修 

④「置賜地域の土器様相」 菊池玄輝・「やまがたの古墳時代木製品」 竹田純子 

第Ⅵ期 

うきたむ学講座 

①「南陽市三間通周辺の古墓地を歩く」 川崎利夫 

「高畠町高安の犬の宮・猫の宮」 清野春樹 

②「置賜の地史‐地震の意味‐」 山野井徹 

③「白鷹町の石造文化財について」 平吹利数・「山形県内遺跡の地震・災害痕跡」 佐藤庄一 

山形の 

発掘調査検討会 

基調報告「2011 年県内の発掘の概要」        小嶋康広（県教育庁） 

報告遺跡①押出遺跡（埋蔵文化財センター）  ②戸塚山古墳群（東北芸術工科大学） 

③舘山城跡（米沢市教育委員会）   ④八反遺跡（埋蔵文化財センター） 

24 

企画展記念講演会 「中世やまがたの城館」                     伊藤清郎（山形大学教授） 

第１４期 

考古学セミナー 

「中世やまがたの城館を考える」 4 回講座 

①「中世やまがたの城館の分布と変遷概要」 森谷幸・「中世やまがたの城館の背景」 佐藤鎭雄 

②「中世城館の成立」 吉田歓・「中世置賜の城館と舘山城」 手塚孝  

③「中世城館址から発見されるモノ」・「中世庄内の城館」 高桑登 

④「中世最上（現村山・最上地方）の城館」 保角里志 

「中世西村山の城館と左沢楯山城」 佐藤庄一 

第Ⅶ期 

うきたむ学講座 

①「たべる桜にみる桜、そして聖なる桜」 岩崎義信  

「いわゆる「金目マタギ」の春グマ猟」－雪崩地形とクマの習性した狩り－」 草刈広一 

②「会津地域における弥生時代終末期から古墳出現期までの様相」 福田秀夫 

③「置賜の伊達氏の支配構造」 小林貴宏・「仏像からみた湯殿山参拝と行屋」 宮本晶朗 

山形の 

発掘調査検討会 

基調報告「2012 年県内の発掘の概要」              竹田純子（県文化財保護推進課） 

報告遺跡①押出遺跡（埋蔵文化財センター）   ②馳上・西谷地ｂ遺跡（埋蔵文化財センター） 

③戸塚山古墳群（東北芸術工科大学） ④米沢舘山城跡（米沢市教育委員会） 

⑤土器の修復について（東北芸術工科大学） 
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25 

企画展記念講演会 「山形県古代史発掘と文化財保護 40 年の成果」              佐藤庄一 

第１５期 

考古学セミナー 

「山形古代史発掘と埋蔵文化財保護 40 年」 5 回講座 

①「山形古代史発掘 40 年の意義」 阿部明彦（山形県教育委員会） 

「旧石器時代発掘調査の成果」 渋谷孝雄（当館館長） 

②「縄文時代前半期発掘調査の成果」 菅原哲文（埋蔵文化財センター） 

 「縄文時代後半期発掘調査の成果」 小林圭一（埋蔵文化財センター） 

③「弥生時代発掘調査の成果」 佐藤祐輔（仙台市地底の森ミュージアム） 

 「古墳時代発掘調査の成果」 高橋 敏（埋蔵文化財センター） 

④「奈良・平安時代発掘調査の成果」 植松暁彦（埋蔵文化財センター） 

 「山形県埋蔵文化財センター20 年の成果」 黒坂雅人（埋蔵文化財センター） 

⑤「鎌倉～江戸時代発掘調査の成果」 高桑登（埋蔵文化財センター） 

「考古資料館 20 年の成果」 佐藤鎭雄（当館前館長） 

第Ⅷ期 

うきたむ学講座 

①｢細井平洲の第三次米沢下向と米沢｣ 宮田直樹（米沢市教育委員会） 

｢白竜湖 変貌する泥炭湿原｣ 渡部俊一（南陽 8 ミリクラブ） 

②｢発掘成果から見た律令社会の成立―刈田と置賜―｣ 鈴木雅（蔵王町教育委員会） 

③｢東北地方の山岳信仰の特殊性｣ 原淳一郎（米沢女子短期大学） 

「チョウセンアカシジミの来た道」 永幡 嘉之（写真家） 

考古資料検討会 

基調報告「2013 年県内の発掘の概要」           竹田純子（県文化財保護・生涯学習課） 

報告遺跡①日向洞窟西地区遺跡（東北芸術工科大学） ②元宿北遺跡（埋蔵文化財センター） 

③台遺跡（長井市教育委員会）          ④米沢舘山城跡（米沢市教育委員会） 

研究報告「酒田市飛島西海岸製塩遺跡」             相原淳一（東北歴史博物館） 

26 

企画展記念講演会 「日本列島の弥生文化と南東北」                    石川日出志（明治大学教授） 

第１６期 

考古学セミナー 

「弥生時代の山形を考える」 4 回講座 

①「山形県の弥生時代研究の歩み」 渋谷孝雄（当館館長） 

「日本の弥生時代概論と生産遺跡」 秦昭繁（当館職員） 

②「仙台平野の弥生時代」 太田昭夫（名取市教育委員会） 

「山形県の弥生土器の変遷」 佐藤祐輔（仙台市富沢遺跡保存館） 

③「弥生時代の住居・墓・集落」 押切智紀（山形県立博物館） 

「新潟県北部の弥生時代」 滝沢規朗（新潟県教育庁） 

④「会津盆地の弥生時代」 田中敏（福島県立博物館） 

「弥生時代の山形を考える」 佐藤庄一（山形考古学会副会長） 

第Ⅸ期 

うきたむ学講座 

①｢陸奥国の官衙を赤井遺跡・矢本横穴墓群からみる｣ 佐藤敏幸（東松島市教育委員会） 

｢花粉からみた縄文時代の人為生態系と植物資源利用｣ 吉川昌伸（古代の森研究舎） 

②｢米沢盆地の横穴式古墳成立過程を考える｣ 佐藤智幸（米沢市教育委員会） 

「近代の教育活動としての育英事業」 布施賢治（米沢女子短期大学） 

③｢米沢盆地の石材流通の概要｣ 秦昭繁（当館職員） 

「関東地方の資源開発とその利用」 栗島義明（埼玉県立歴史と民俗の博物館） 

「秋田地域の石器・石材流通の実態」 吉川耕太郎（秋田県立博物館） 

「石器・アスファルトなどの分布から流通と集団関係を考える」 岡村道雄（元文化庁） 

考古資料検討会 

基調報告「2014 年県内の発掘調査の概要」       竹田純子（県文化財保護・生涯学習課） 

報告遺跡①八幡一遺跡（埋蔵文化財センター） 

②戸塚山古墳群Ｍ201 号墳（米沢市教育委員会） 

③米沢舘山城跡（米沢市教育委員会） 

④日向洞窟西地区遺跡（東北芸術工科大学） 
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企画展記念講演会 「水木田遺跡にみる縄文中期前半の世界」           阿部明彦（埋蔵文化財センター） 

第１７期 

考古学セミナー 

「縄文時代中期前葉から中葉の遺跡と遺物」 3 回講座 

①「山形県の縄文時代中期前葉から中葉の遺跡の概要」 渋谷孝雄（当館館長） 

「置賜地域の縄文時代中期前葉から中葉の遺跡‐台ノ上遺跡‐」 菊地政信（考古学協会員） 

②「村山地域の縄文時代中期前葉から中葉の遺跡‐西海渕遺跡‐」 菅原哲文（埋文センター） 

「最上地域の縄文時代中期前葉から中葉の遺跡‐西ノ前遺跡‐」 黒坂雅人（埋文センター） 

③「庄内地域の縄文時代中期前葉から中葉の遺跡‐西向遺跡‐」 須賀井新人（埋文センター） 

「山形県の縄文時代中期前葉から中葉の石器」 秦昭繁（考古学研究家） 
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第Ⅹ期 

うきたむ学講座 

①｢押出遺跡の調査成果について｣ 水戸部秀樹（埋蔵文化財センター） 

｢押出遺跡における植物遺体｣ 佐々木由香（パレオ・ラボ） 

｢福井県鳥浜貝塚について｣ 小島秀彰（福井県若狭三方縄文博物館） 

「富山県小竹貝塚について」 町田賢一（富山県文化振興財団） 

「押出遺跡における縄文前期遺跡との接触・交流」 小林圭一(埋蔵文化財センター) 

②｢大谷地の地質と地形｣ 阿子島功（山形大学名誉教授） 

「大谷地周辺に立地する縄文時代草創期の遺跡」 長井謙治（東北芸術工科大学講師） 

③「大谷地の生物（植物）」 吉野智雄（前うきたむ風土記の丘考古資料館運営協議会会長） 

「大谷地の歴史と生活」 佐藤庄一（山形考古学会会長） 

考古資料検討会 

基調報告「2015 年県内の発掘調査の概要」       稲村圭一（県文化財保護・生涯学習課） 

報告遺跡①酒町遺跡（長井市教育委員会）    ②清水上遺跡（南陽市教育委員会） 

③米沢舘山城跡（米沢市教育委員会） ④押出遺跡(埋蔵文化財センター) 

⑤日向洞窟西地区遺跡（東北芸術工科大学） 

28 

企画展記念講演会 「縄文人がつくったふるさとの森」 鈴木三男（東北大学名誉教授） 

第１８期 

考古学セミナー 

「縄文時代の植物利用」 3 回講座 

①「山形県内の縄文時代植物利用の概要」 渋谷孝雄（当館館長） 

「押出遺跡の植物利用」 水戸部秀樹（埋蔵文化財センター） 

②「小山崎遺跡の植物利用」 大川貴弘（遊佐町役場） 

「高瀬山遺跡の水場遺構と植物利用」 小林圭一（埋蔵文化財センター） 

③「縄文時代の植生史と植物利用」 吉川昌伸（古代の森研究舎） 

「出土遺体にみる縄文時代の植物利用」 吉川純子（古代の森研究舎） 

第Ⅺ期 

うきたむ学講座 

（特別講座） 

「野仏に秘められたものＰⅡ」 平吹利数（白鷹町文化財保護審議会会長） 

「塩田行屋の仏像とその由来」 宮本晶朗（文化財マネージメント） 

①｢伊達氏のふるさと梁川城｣ 今野賀章（伊達市教育委員会） 

｢伊達時代の米沢－舘山城跡を中心に－｣ 宮田直樹（米沢市教育委員会） 

②｢置賜の窯跡｣ 高橋拓（飯豊町教育委員会） 

「江戸前期の地方窯業」 渡辺芳郎（鹿児島大学） 

③「置賜の民俗」 阿部宇洋（農村文化研究所） 

「川西町の石造物」 伊藤義隆（川西町文化財保護協会） 

山形の 

発掘調査検討会 

基調報告「2016 年県内の発掘調査の概要」   竹田純子（県文化財・生涯学習課） 

報告遺跡①壇山古窯群（埋蔵文化財センター）    ②八幡西遺跡（埋蔵文化財センター） 

③馳上遺跡 8 次（埋蔵文化財センター）  ④大南遺跡(米沢市教育委員会) 

⑤日向洞窟西地区遺跡（東北芸術工科大学） 

⑥日向洞窟遺跡範囲確認調査（高畠町教育委員会） 

29 

企画展記念講演会 「実験で検証する弥生・古墳時代の木製品」 山田昌久（首都大学東京教授） 

第１９期 

考古学セミナー 

「弥生・古墳時代の木製品」 3 回講座 

①「展示資料解説」 伊藤純子（当館職員） 

「弥生・古墳時代の木製品の概要」 渋谷孝雄（当館館長） 

②「仙台平野の弥生時代木製品が出土した遺跡」 荒井格（仙台市教育委員会） 

「仙台平野の弥生時代の木製品」       同上 

③「服部・藤治屋敷遺跡の調査と古墳時代木製品」 高桑弘美（埋蔵文化財センター）        

「板橋２遺跡の調査と古墳時代木製品」 齋藤健（埋蔵文化財センター） 

第Ⅻ期 

うきたむ学講座 

（特別講座） 

「置賜の前期古墳研究の課題－長岡地区古墳群の成立と展開をめぐって－」 

佐藤鎭雄（前山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館長） 

「南陽市長岡南森調査研究報告－南森古墳推定遺跡測量調査を終えて－」 

角田朋行（南陽市教育委員会） 

①「置賜で活躍した仏師たち－白鷹町の調査事例から－」 

石井紀子（白鷹町地域おこし協力隊） 

 「置賜の仏像と醍醐寺の関係－高畠町・大聖寺を中心に－」 

石井智也（東北古典彫刻修復研究所） 

②「地域の歴史をつくる－『清水町の歴史とくらし』の刊行から－」佐藤庄一 

③「米沢産物集と動物たち」鳥海隼夫 

 「近世後期の米沢の文学」石黒志保（市立米沢図書館） 

山形の 

発掘調査検討会 

基調報告「2017 年県内の発掘調査の概要」       稲村圭一（県文化財保護・生涯学習課） 

報告遺跡①八幡西遺跡（埋蔵文化財センター）   ②花沢 a 遺跡（米沢市教育委員会） 

      ③大南遺跡（米沢市教育委員会）      ④裏山Ⅰ遺跡（飯豊町教育委員会） 

      ⑤日向洞窟遺跡（東北芸術工科大学） 
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30 

特別テーマ展 

    関連講座 

①「押出遺跡 6 次調査の成果」     水戸部秀樹（埋蔵文化財センター）  

 「川内袋遺跡の調査成果」       齊藤主税（埋蔵文化財センター） 

②「高瀬山遺跡の調査成果」       齊藤主税（埋蔵文化財センター） 

 「山形県内の縄文時代前期後半の土器様相」     小林圭一（埋蔵文化財センター） 

③「山形県内の縄文時代前期後半の石器作成と組成」   秦昭繁（考古学研究家） 

 「山形県内の縄文時代前期後半の集落と暮らし」  菅原哲文（埋蔵文化財センター） 

企画展記念講演会 「出土文字資料と古代出羽国」             十川陽一（山形大学人文社会科学部准教授） 

第２０期 

考古学セミナー 

「古代から近世の木簡と木製品」            ３回講座 

①「古代の木製品―建築部材・祈り・文字―」  佐藤庄一（山形考古学会会長） 

 「大在家遺跡の木製品と文字資料」      井田秀和（元高畠町教育委員会） 

②「上高田遺跡の木製品と文字資料」       齋藤健（埋蔵文化財センター） 

「中近世の木製品と文字資料」         高桑登（埋蔵文化財センター） 

③「馳上遺跡の木製品と文字資料」        渡辺和行（埋蔵文化財センター） 

「古志田東遺跡の木製品と文字資料」     手塚孝（米沢市教育委員会） 

第ⅩⅢ期 

うきたむ学講座 

（特別講座） 「高畠町の石造文化を探る―中世から近現代まで―」 

加藤和徳（日本民俗学会会員・日本石仏協会理事） 

「下張りをはがす」                    小林貴宏（高畠町教育委員会） 

①「米沢藩の軍制改革―西洋砲術導入をめぐる諸問題について―」  

布施賢治（米沢女子短期大学） 

「東北から見た戊辰戦争」    渡部幸雄 

②「高畠町周辺の鉱山と鉱物」    五十公野裕也（山形大学理学部） 

③「やまがたの無形文化財 深山和紙～守り伝えるための地域づくり～」  

高橋信博（地域づくりプランナー）  

  「白鷹紬～生業（なりわい）について～」    守谷英一（東北芸術工科大学） 

考古資料検討会 

基調報告「2018 年県内の発掘調査の概要」   岩崎恒平（県文化財・生涯学習課） 

報告遺跡①大南遺跡（米沢市教育委員会）     

②南森遺跡（南陽市教育委員会） 

③上屋地 B 遺跡（飯豊町教育委員会）   

④日向洞窟遺跡範囲確認調査（高畠町教育委員会） 

⑤日向洞窟遺跡とその周辺（日向洞窟遺跡調査団） 

Ｒ1 

特別テーマ展 

    関連講座 

①「高畠町の縄文時代中期後葉・末葉の遺跡」       井田 秀和 （高畠町教育委員会）  

 「米沢市内の縄文時代中期後半の遺跡」         手塚 孝 （日本考古学協会員） 

②「長井市の縄文時代中期後葉の遺跡」           岩崎 義信 （長井市教育委員会） 

  「小国町の縄文時代中期後半の遺跡」           阿部 明彦 （山形考古学会副会長） 

③「花沢Ａ遺跡第３次発掘調査について」          佐藤 智幸 （米沢市教育委員会） 

 「山形県内の縄文時代中期後半の炉と土器の変遷」  菅原 哲文 （埋蔵文化財センター） 

企画展記念講演会 「山形の縄文時代後期について」                小林 圭一 （埋蔵文化財センター） 

第２１期 

考古学セミナー 

「縄文時代後期の山形」                  ３回講座 

①「置賜の縄文時代後期の遺跡」        手塚 孝 （日本考古学協会員） 

 「村山の縄文時代後期の遺跡」        植松 暁彦 （埋蔵文化財センター） 

②「最上の縄文時代後期の遺跡」         水戸部 秀樹 （埋蔵文化財センター） 

「庄内の縄文時代後期の遺跡」        渋谷 孝雄 （当館館長）    

③「縄文時代後期の住居と集落」         菅原 哲文 （埋蔵文化財センター） 

「縄文時代後期の墓－秋田を中心に－」  小林 克 （三内丸山遺跡発掘調査委員会委員長） 

第ⅩⅣ期 

うきたむ学講座 

（特別講座） シンポジウム 「溝で囲まれた遺跡にせまる～大南遺跡～」       C：吉田 歓 

・「大南遺跡発掘調査の成果」           佐藤 公保（米沢市教育委員会） 

・「大南遺跡の年代測定結果」           門叶 冬樹（山形大学） 

・「大南遺跡出土の陶磁器」             山口 博之（米沢女子短期大学） 

・「大南遺跡出土の神像」              山下 立（滋賀県立安土城考古博物館） 

①「伊佐早謙が残した林泉文庫について」    新宮 学 （山形大学人文社会科学部） 

「戦国末期から近世前期の土豪と村落」    渡部 眞治 （徳太郎文庫） 

②「鉱山と鉱床の形成過程～蔵王山の下に金が眠る！？」   中島 和夫 （山形大学名誉教授）                       

③「長井市の仏像・神像について」         長坂 一郎 （東北芸術工科大学）  

  「長井市史編纂事業について」          岩崎 義信 （長井市教育委員会） 
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R1 

特別講演会 「旧石器時代の丸木舟製作と航海の記録」        山田昌久（首都大学東京特任教授） 

考古資料検討会 

基調報告「2019 年県内の発掘調査の概要」   岩崎恒平（県文化財・生涯学習課） 

報告遺跡①桐ノ木遺跡（米沢市教育委員会）     

②南森遺跡（南陽市教育委員会） 

③日向洞窟遺跡範囲確認調査（高畠町教育委員会） 

R2 

企画展記念講演会 「山形県の縄文時代中期前半の文化動態」 菅原哲文（多賀城市教育委員会） 

館長講座 「小山崎遺跡を知ろう」                    ３回講座 

第２２期考古学セミ

ナー 

「水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形」       ３回講座 

①「重要文化財 水木田遺跡出土品について」   阿部明彦（山形考古学会副会長） 

 「庄内地域の縄文時代中期前半について」    須賀井新人（埋蔵文化財センター） 

②「最上地域の縄文時代中期前半について」    水戸部秀樹（埋蔵文化財センター） 

 「村山地域の縄文時代中期前半について」    渋谷孝雄（当館館長） 

③「東置賜地域の縄文時代中期前半について」  菊地政信（日本考古学協会会員） 

 「西置賜地域の縄文時代中期前半について」  岩崎義信（長井市教育委員会） 

 (敬称略) 

 

【体験教室】 

・縄文土器つくり（平成 5～23年度）    ・勾玉つくり（平成 6・10年度～） 

・古代食作り (平成 6～17年度）      ・縄文住居つくり（平成７年度）  

・弓矢つくり（平成 7・13年度～）     ・夏休み親子遺跡探検（平成 8～9 年度） 

・縄文土偶つくり（平成 9年度）            ・少年少女考古学教室（平成 9年度） 

・縄文釣り針つくり（平成 10 年度）         ・縄文祭り具つくり（平成 10年度） 

・赤ちゃん手形つくり (平成 13 年度～）     ・柿渋染めつくり（平成 16年度） 

・ガラス玉つくり（平成 16 年度～）         ・古代風ブレスレットつくり (平成 26 年度～） 

・古代の編布つくり（平成 8～22 年度・平成 28年度～） 

・スクールオブジョウモン（平成 28年度～） ・大人の自由研究（平成 29年～） 

 

[現在行われている体験メニュー一覧] 

名  称 内     容 所要時間 人数(最大) 参加費 

火おこし 
「ひもぎり式」という、摩擦を利用した古代 

以来の方法で火をおこします 
10～30 分 30 名 無料 

勾玉つくり 滑石というやわらかい石でつくります 60～90 分 100 名    200 円 

弓矢つくり 竹を利用してつくります 60～90 分 10 名 200 円 

古代風ブレスレットつくり 
麻紐を編んでオリジナルのブレスレットを 

つくります 
30～60 分 20 名 200 円 

コースターをつくろう 

縄文時代から続くアンギン台を使う方法や

ミニ機織り機を使う方法でコースターを作り

ます 

60～90 分 10 名 200 円 

 

【うきたむ縄文まつり】 

・縄文月見の宴（平成 5～9 年度）        ・縄文まつり（平成 10～19・23～24 年度） 

 

【遺跡めぐり・遺跡の旅】 

・春・秋の遺跡めぐり（平成 8年度～）      ・みる・きく・ふれる遺跡の旅（平成 10年度～） 
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４．教 育 普 及 活 動 

 

（１）講演会・ギャラリートーク 

  ①企画展記念講演会 

11月 15日（日） 受講者 22名 

演題「山形県の縄文時代中期前半の文化動態」  多賀城市教育委員会  菅原 哲文 氏 

  ③ギャラリートーク      

    今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止とした。 

 

（２）体験事業 

① 赤ちゃんの手形をつくろう 

8月 8日（土）～8月 12日（水） 手形数 311個 

縄文時代の遺跡から出土した子どもの手形付き土製品にちなんだ 

催しで、例年はゴールデンウィークのイベントとして行っていた 

が、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、5/12まで 

休館となったため、お盆前への変更となった。 

② 勾玉・弓矢をつくろう 

7月 18日（土）・11月 3日（火・祝） 参加者 計 48名 

勾玉は滑石、弓矢は竹を加工して作る体験を行った。 

※尚、例年行っていた石器づくりは対面指導が欠かせない為、 

 今年度は中止とした。 

③ ガラス玉をつくろう 

11月 28日（土） 参加者 計 9組 18名 

ガラスの加工方法のひとつ「巻き付け技法」でのガラス玉作りを行った。 

  ④ コースターをつくろう 

12月 5日（土） 参加者 計 7名 

 ミニ機織り機を使う方法で、カラムシ(青苧)からとった繊維を使ってコースターを作成した。 

  ⑤ 古代風ブレスレットをつくろう 

    12月 5日（土） 参加者 計 4名 

     古代から人々の生活で使われてきた「麻」の紐を編んでブレスレットを作成した。 

  ※尚、例年行っている「スクール・オブ・ジョウモン」及び「大人の自由研究」は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の為、中止とした。 

  

 

 

 

 



15 

 

（３）研修事業 

 〈講座研修〉 

  ① 館長講座「小山崎遺跡を知ろう」                                       受講者 延べ 49名 

【第１回】 7月 5日（日）  受講者  18名 

【第２回】 7月 19日（日）  受講者  19名 

【第３回】 7月 26日（日）   現地見学 受講者  12名 

  ② 第 22期考古学セミナー『水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形』       受講者 延べ 58名 

【第１回】 9月 27日（日）   受講者 24名 

 「重要文化財 水木田遺跡出土品について」 山形考古学会副会長       阿部 明彦 氏 

「庄内地域の縄文時代中期前半について」 (公財)山形県埋蔵文化財センター   須賀井 新人 氏 

【第２回】 10月 11日（日）   受講者 18名 

 「最上地域の縄文時代中期前半について」   (公財)山形県埋蔵文化財センター   水戸部  秀樹 氏 

「村山地域の縄文時代中期前半について」            当館館長  渋谷 孝雄  

【第３回】 10月 18日（日）   受講者 16名 

「東置賜地域の縄文時代中期前半について」          日本考古学協会会員 菊地 政信 氏 

「西置賜地域の縄文時代中期前半について」          長井市教育委員会 岩崎 義信 氏 

〈野外研修〉 

① 春の遺跡めぐり 

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催中止とした。 

② みる・きく・ふれる遺跡の旅 2 

 「栃木県北部をめぐる旅」  

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とした。 

③ 秋の遺跡めぐり 

10月 5日（土）   参加者 13名               講師：菅原 弘樹 氏 

宮城県東松島市（東松島市コミュニティセンター→赤井官衙遺跡→ 

矢本横穴群→宮戸島の貝塚群→奥松島縄文村歴史資料館） 

 

（４）共催事業 

① 考古資料検討会 

 今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とした。 

② 第 XIV期うきたむ学講座 

 今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止とした。 
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（５）学校教育との連携 

  ① 学校団体等の入館 

学校団体等の入館希望があった場合、減免申請書とともに利用打合せ書の提出をいただくこと 

としている。来館の目的・利用に際しての要望等を事前に把握することで、各学校のニーズに 

合わせた内容や効率的な時間設定を行うためである。 

館内や隣接する歴史公園の見学と、体験学習（勾玉づくり・弓矢づくり・火おこし等）を組み

合わせた内容を希望する学校が多い。放課後クラブ活動や文化祭、PTA行事での利用もあり、各学

校に赴く出前講座の対応も行っている。 

尚、今年度は新型コロナウイルスの影響により、修学旅行先を県内にした小学校が多く当館を

訪れた。 

〈今年度実績〉小学校 17件 中学校 1件 特別支援学校 1件 

  ② 学校以外との連携 

   学童クラブとの連携 1 件、地域の子供育成会との連携 1件、高畠町観光協会との連携 1件  

 

（６）その他 

  ①発掘調査支援           1件 

    日向洞窟遺跡(調査主体：愛知学院大学)    8月～9月 

  ②調査支援・協力・相談       1件 

    考古資料の学校教育利用の方法        個人(山形県・奈良県公立学校教員２名) 

③資料調査             8件 

    押出遺跡出土石槍資料調査          個人（日本考古学会会員） 

岩井沢遺跡出土資料調査           個人（東北芸術工科大学学生） 

湯の花遺跡細石刃関連資料調査        個人（東北大学大学院院生） 

上屋敷Ａ遺跡、一ノ沢岩陰他出土資料調査   個人（(公財)千葉県文化財センター） 

早坂山Ｂ遺跡出土資料調査          個人（日本考古学会会員） 

    日向洞窟遺跡他出土資料調査         愛知学院大学教員・学生 

    伝東成瀬村出土細石刃核調査         個人（秋田県埋蔵文化財センター） 

    岩井沢遺跡出土旧石器調査          個人（東北大学大学院院生） 

  ④取材（イベント以外）       3件 

館所蔵品の取材               山形新聞 

館内消防設備点検              株式会社ニューメディア 
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５．資 料 の 活 用 

 
（１）資料貸出 

今年度の実績はなし 
 

    

 

（２）写真利用 
 

    

利用資料 利用目的（印刷物等の名称） 利用者（発行者） 発行日など 

押出遺跡 彩漆土器 

宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム

スポット展示「彩色みやこ」でのパネル

展示 

宮古市教育委員会 
令和 2年 4月 18日～ 

令和 2年 7月 8日 

押出遺跡 炭化食品 

（クッキー状炭化物） 
進研ゼミ小学講座 かがく組 4年生 4号 

株式会社ベネッセコ

ーポレーション 
令和 2年 6月 1日 

押出遺跡 炭化食品 

（クッキー状炭化物） 
『なごみ』2020年 10月号 株式会社 淡交社 令和 2年 9月 28日 

押出遺跡 炭化食品 

（クッキー状炭化物） 

Plenus米食文化研究所ウェブサイト内

への掲載 

一般社団法人 

Plenus米食文化研究

所 

令和 2年 11月 9日 

押出遺跡 樹皮製品 『びっくり！縄文植物誌』（鈴木三男著） 株式会社同成社 令和 2年 11月 30日 

押出遺跡 縄文カレンダー 
『この国の希望のかたち～新日本文明

の可能性』（伊勢雅臣著） 

株式会社グッドブッ

クス 
令和 3年 3月中旬 

押出遺跡 彩漆土器 

押出遺跡 漆液容器 
『季刊考古学』第 155号 株式会社 雄山閣 令和 3年 4月 25日 

押出遺跡復元家屋 

下野遺跡出土土器 

舟形町・最上町・大蔵村 広報誌 令和

3年 5月号 

舟形町・最上町・大蔵

村 
令和 3年 5月下旬 

     

（３）刊行物一覧 
     

名称 発行日 

第 28回企画展図録「水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形」 令和 2年 9月 12日 

館報うきたむ 55号 令和 2年 7月 1日 

館報うきたむ 56号 令和 2年 12月 1日 

2020 年報 令和 3年 3月 31日 
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６. 入 館 者 

 

（１）令和２年度 月別入館者 

 

 

（２）主な入館団体 

《小 学 校》 鶴岡市立大泉小学校、鶴岡市立あつみ小学校、酒田市立浜中小学校 

酒田市立西荒瀬小学校、遊佐町立吹浦小学校、尾花沢市立福原小学校 

新庄市立升形小学校、酒田市立若浜小学校、酒田市立十坂小学校 

米沢市立西部小学校、高畠町立亀岡小学校、鶴岡市立西郷小学校 

遊佐町立遊佐小学校、米沢養護学校西置賜校、東根市立高崎小学校 

東根市立小田島小学校 

《学校以外》  米沢つくしんぼクラブ、駅からサイクリング（観光協会主催 親子で勾玉つくり）        

屋代地区子供育成会        

《出前講座》 高畠町立糠野目小学校理科クラブ、南陽市立宮内中学校 

 

（３）来館者アンケート 

・大学の課題のために訪れたが、内容も色濃く分かりやすかった（１０代女性） 

・近年の縄文研究の進歩も含め、山形全域もちょっとあるといい（７０代以上男性） 

・昔の暮らしがわかりよかった（小学生女性） 

・解説を求めたら大変分かり易く話してもらってありがたかった（７０代以上男性） 

・学校では習わないことまで詳しく書いてあって楽しかった。とてもわくわくした（小学生女性） 

・企画展が大変見応えがあった。黒っぽい土器がライトの当て方でもっと鮮明に見えると思う。

ガラス越しで残念。もっと触れるものがあれば身近に感じられる。復元作業はとっても丁寧で

一　般 大学生 一　般 大学生 一　般 大学生 一　般 大学生 一　般 大学生

４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５ 8 1 0 0 0 0 8 1 7 40 0 48 1 7 56

６ 60 0 0 0 0 0 60 0 14 54 0 114 0 14 128

７ 60 1 0 0 5 0 65 1 43 102 0 167 1 43 211

８ 106 4 311 0 5 0 422 4 527 634 0 1,056 4 527 1,587

９ 123 6 0 0 4 0 127 6 48 153 0 280 6 48 334

１０ 112 4 0 0 72 0 184 4 375 127 0 311 4 375 690

１１ 128 7 0 0 39 0 167 7 160 217 0 384 7 160 551

１２ 22 1 0 0 0 0 22 1 14 71 0 93 1 14 108

１ 3 0 0 0 0 0 3 0 2 68 0 71 0 2 73

２ 9 0 0 0 0 0 9 0 5 42 0 51 0 5 56

３ 27 6 0 0 0 0 27 6 6 49 0 76 6 6 88

合計 658 30 311 0 125 0 1,094 30 1,201 1,557 0 2,651 30 1,201 3,882

月

有　　料　　入　　館　　者 無　 料　 入　 館　 者 計

合　計個　　　人 団　　　体 減　免　者 小　　　計 高校生

以下

視察　その他
一　般 大学生

高校生

以下
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良かった。世界遺産が決まったらもっと面白くなる。（６０代男性） 

・企画展の開催等、他県でもわかるようにしてほしい。貴重な展示物でとても良かった。常設展

の照明が暗く見づらかった。（６０代男性） 

・実際に持ったりできるものを増やしてほしい。（１０代男性） 

・昔の人の一日の暮らし方などももっと知りたい。昔の人もアクセサリーをつけていたことにび

っくりした（小学生女性） 
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７. 管 理 及 び 運 営 

 

（１） 組織・職員 

[組織] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営協議会              [本館運営協議会委員名簿] 

【第１回】 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、書面上 

にて決議。 

【第２回】 2月 12日（金） 本館研修室 

会議内容 

①令和 2年度考古資料館事業実施中間報告 

②令和 3年度考古資料館事業計画（案） 

③その他 

                                  

職 名 氏 名 備 考 

館 長 渋 谷  孝 雄 
高畠町会計年

度任用職員 

館 長 代 理 水 口  哲 高畠町職員  

学 芸 員 松 本 恵 美 
高畠町会計年

度任用職員  

職 員 伊 藤  純 子 
高畠町会計年

度任用職員  

職 員 井 上 裕史郎 
高畠町会計年

度任用職員 

職 員 菅 野 映 子 
高畠町会計年

度任用職員 

氏 名 備 考 

青木 敏雄 高畠町郷土資料館 館長 

阿部 哲人 米沢市上杉博物館 学芸主査 

石岡 かほる 上杉の御湯 御殿守 女将 

伊藤 邦弘 
公益財団法人山形県埋蔵文化財

センター 業務課長 

岩崎  義 信

（会長） 

長井市教育委員会文化生涯学習

課 市史編纂担当 

冨樫 とみよ 高畠町屋代地区公民館 前館長 

二瓶 直樹 高畠町立二井宿小学校 前校長 

[職員] 
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発 掘 報 告 書

名　　　称 発　行　者
武蔵国分寺跡(第747次遺跡) 東京都埋蔵文化財センター
四戸遺跡　－本文編1－ 群馬県埋蔵文化財調査事業団
四戸遺跡　－本文編2－ 群馬県埋蔵文化財調査事業団
四戸遺跡　－観察表編ー 群馬県埋蔵文化財調査事業団
四戸遺跡　－写真図版編ー 群馬県埋蔵文化財調査事業団
林宮原遺跡（2）林中原Ⅰ遺跡（2）中棚Ⅱ遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団
下湯原遺跡（2） 群馬県埋蔵文化財調査事業団
下田遺跡（3） 群馬県埋蔵文化財調査事業団
三平Ⅰ遺跡（2） 群馬県埋蔵文化財調査事業団
木更津市文化財調査集報24 木更津市教育委員会
丸山古墳発掘調査報告賞 木更津市教育委員会
請西遺跡郡発掘調査報告書ⅩⅩ 木更津市教育委員会
田端西台通遺跡 東京都埋蔵文化財センター
小石川植物園内貝塚・原町遺跡 東京都埋蔵文化財センター
六日町バイパス関係発掘調査報告書Ⅳ 新潟県教育委員会
阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅥ 新潟県教育委員会
遺跡詳細分布調査報告書 秋田県教育委員会
黒川院Ⅴ 朝倉市教育委員会
阿津賀志山防塁史跡整備調査既報3 国見町教育委員会
阿津賀志山防塁史跡整備調査既報4 国見町教育委員会
青森県遺跡詳細分布調査報告書32 青森県教育委員会
分布調査報告書（46） 山形県教育委員会
無量光院跡発掘調査報告書ⅩⅥ 平泉町教育委員会
平泉遺跡群発掘調査報告書 平泉町教育委員会
名勝　旧観自在王院庭園発掘調査報告書Ⅰ 平泉町教育委員会
祇園Ⅰ遺跡第3次・4次発掘調査報告書 平泉町教育委員会
中島田本村屋敷遺跡 朝倉市教育委員会
秋月城下町遺跡第9次調査 朝倉市教育委員会
国見地区付加車線整備事業埋蔵文化在発掘調査報告書 国見町教育委員会
復興再生基盤整備事業貝田地区関連遺跡調査報告 国見町教育委員会
堀之内遺跡 小美玉市教育委員会
宮前遺跡 小美玉市教育委員会
羽鳥館跡 小美玉市教育委員会
宮前遺跡(第3次) 小美玉市教育委員会
金井東裏遺跡(11区他) 群馬県埋蔵文化財調査事業団
中栗須邸前遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団
手の上遺跡 秋田県教育委員会
滋賀県内遺跡発掘調査報告書 滋賀県教育委員会
市内遺跡　発掘調査報告 青森市教育委員会
京ノ中遺跡第2次調査 仙台市教育委員会
団子山古墳7　四穂田古墳1 福島大学行政政策学類考古学研究室
郡山市埋蔵文化財分布調査報告25 郡山市教育委員会
正直古墳群 郡山市教育委員会
払田柵跡 秋田県教育委員会
谷地城跡 山形県埋蔵文化財センター
東熊野苗畑遺跡 山形県埋蔵文化財センター
中関屋遺跡 山形県埋蔵文化財センター
清水遺跡第1～7・9次発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財センター
羽黒神社西遺跡第1・2次発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財センター
山形城三の丸跡第9・11・13・14・16・18・20・21次発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財センター
多賀城施釉陶磁器 宮城県多賀城跡調査研究所
中坪遺跡　発掘調査報告書 新発田市教育委員会
菖蒲沼遺跡・念仏塚東遺跡　発掘調査報告書 新発田市教育委員会
四谷一丁目遺跡-第一分冊 東京都埋蔵文化センター
四谷一丁目遺跡-第二分冊 東京都埋蔵文化センター
四谷一丁目遺跡-第三分冊 東京都埋蔵文化センター
町内遺跡14 吉見町教育委員会
長岡市内遺跡発掘調査報告書 長岡市教育委員会
柏崎市の遺跡29 柏崎市教育委員会
西岩野3 柏崎市教育委員会
長嶺川田・長嶺江添の塚 柏崎市教育委員会
丘江遺跡Ⅴ第7次調査　・　工田遺跡 新潟県教育委員会
柏木城跡 北塩原村教育委員会
田代遺跡 大船渡市教育委員会
夏本・沢山遺跡発掘調査報告書 大槌町教育委員会
平泉遺跡郡発掘調査報告書　　高館跡 岩手県教育委員会

8. 受 贈 図 書
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平泉遺跡郡発掘調査報告書　　柳之御所遺跡 岩手県教育委員会
立浜貝塚 石巻市教育委員会
入りの沢遺跡ほか 宮城県教育委員会
団子山西遺跡Ⅱ 宮城県教育委員会
仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区第14地点　第2分冊 東北大学埋蔵文化財調査室
小屋館城跡・忍館城跡 宮城県教育委員会
勇振1遺跡 苫小牧市教育委員会
覚生1遺跡・覚生2遺跡 苫小牧市教育委員会
南陽市遺跡分布調査報告書（8） 南陽市教育委員会

北町遺跡
愛知学院大学文学部考古学研究所
南陽市教育委員会

寒河江市内遺跡発掘調査報告書(26) 寒河江市教育委員会
史跡　上杉治憲敬師郊迎保存修理工事報告書（第二週） 米沢市教育委員会
大南遺跡発掘調査報告書 米沢市教育委員会
桐ノ木遺跡　第1次発掘調査報告書 米沢市教育委員会
遺跡詳細分布調査報告書　第33集 米沢市教育委員会
山形市無形民俗文化財調査報告書 山形市教育委員会
史跡　山形城跡発掘調査報告書　ニノ丸土塁 山形市教育委員会
妻川遺跡 北上市教育委員会
道地遺跡 北上市教育委員会
卯ノ木遺跡 北上市教育委員会
北上市試掘調査報告 北上市教育委員会
地底の森ミュージアム・縄文の森広場　研究報告2019 仙台市教育委員会
八王子市　塚場遺跡Ⅱ 東京都埋蔵文化財センター
大和芝村藩織田家屋敷跡遺跡 東京都埋蔵文化財センター
野首遺跡発掘調査報告書Ⅲ 十日町市教育委員会
大仏遺跡・大仏古墳群 朝倉市教育委員会
日向洞窟遺跡 東北芸術工科大学
市内遺跡発掘調査報告書（28） 長井市教育委員会
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書9 下仁田町教育委員会
荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書10 下仁田町教育委員会
大泉中遺跡第四次調査 東京都埋蔵文化財センター
比丘尼橋遺跡Ｃ地点　-第一分冊 東京都埋蔵文化財センター
比丘尼橋遺跡Ｃ地点　-第二分冊 東京都埋蔵文化財センター
比丘尼橋遺跡Ｃ地点　-第三分冊 東京都埋蔵文化財センター
大蔵遺跡　Ⅶ 東京都埋蔵文化財センター
西の原遺跡第3次調査 東京都埋蔵文化財センター
東大寺東塔院跡 宗教法人 東大寺
慶応義塾大学日吉キャンパス一帯戦争遺跡の研究Ⅱ 慶応義塾大学民族学考古学研究室
岐阜県博物館調査研究報告 岐阜県博物館
市内遺跡分布調査報告書 鶴岡市教育委員会
御嶽堂遺跡 玉川大学教育博物館
穂高古墳群 國學院大學文学部考古学研究室
赤平（1）遺跡 國學院大學文学部考古学研究室
堀之内遺跡　本文編 横手市教育委員会
堀之内遺跡　総括・写真図版編 横手市教育委員会
日本の博物館総合調査報告書 日本博物館協会
国史跡高宮廃寺跡 寝屋川市教育委員会
青谷上寺地遺跡15 鳥取県
越田松長根Ⅰ遺跡 宮古市教育委員会
高浜Ⅴ下野神遺跡 宮古市教育委員会
越田松長根Ⅰ遺跡 宮古市教育委員会
神田沢遺跡 宮古市教育委員会
早稲栃Ⅱ遺跡 宮古市教育委員会
島田Ⅲ遺跡 宮古市教育委員会
赤前Ⅴ柳沢遺跡 宮古市教育委員会
津軽石大森遺跡 宮古市教育委員会
重茂館遺跡群 宮古市教育委員会
樫内Ⅰ遺跡 宮古市教育委員会
早稲栃Ⅲ遺跡 宮古市教育委員会
大付遺跡 宮古市教育委員会
古里Ⅴ遺跡 宮古市教育委員会
赤前Ⅳ八枚田遺跡 宮古市教育委員会
東日本大震災復興関係埋蔵文化財調査報告書 宮古市教育委員会
助橋下遺跡　発掘調査報告書 新発田市教育委員会
五斗遺跡・菅田遺跡発掘調査報告書 新発田市教育委員会
史跡上の国分寺跡第2期追加調査報告書 群馬県地域創生部文化財保護課
前橋市0149遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団
市内遺跡発掘調査報告書12 白石市教育委員会
小山遺跡 岩手市教育委員会
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西鹿渡遺跡 盛岡市教育委員会
盛南地区遺跡群発掘調査報告書ⅩⅡ 盛岡市教育委員会
盛岡市内遺跡群 盛岡市教育委員会
新城山田（4）・（5）遺跡　発掘調査報告書 青森市教育委員会
福島県考古学会遺跡調査報告 福島考古学会
堂の前貝塚発掘調査報告書Ⅵ 陸前高田市教育委員会
堂の前貝塚発掘調査報告書Ⅴ 陸前高田市教育委員会
中西Ⅰ遺跡・蛇ヶ崎城跡発掘調査報告書 陸前高田市教育委員会
下谷遺跡第4次調査 株式会社武蔵文化財研究所
石田遺跡Ⅴ 三条市
加茂市内遺跡確認調査報告書 加茂市教育委員会
三津屋遺跡 滋賀県文化財保護協会
脇館遺跡 滋賀県文化財保護協会
穂高古墳群 國學院大學文学部考古学研究室
市内遺跡 青森市教育委員会
八幡西遺跡 山形県埋蔵文化財センター
野田遺跡・下中瀬遺跡 山形県埋蔵文化財センター
いもり塚周辺遺跡ほか 大崎市教育委員会
古川城跡 大崎市教育委員会
三輪田遺跡・権現山遺跡・朽木橋遺跡 大崎市教育委員会
師山城遺跡 大崎市教育委員会
寂光寺跡ほか 南三陸町教育委員会
南三陸町東日本大震災復興事業関連遺跡発掘調査報告Ⅲ 南三陸町教育委員会
郡山市埋蔵文化財分布調査報告26 郡山市教育委員会
正直古墳群 郡山市教育委員会
郡山宿上桝形B遺跡 郡山市教育委員会
国見町内遺跡調査事業報告1 国見町教育委員会
阿津賀志山防塁史跡整備調査概報5 国見町教育委員会
遺跡詳細分布調査報告書 秋田県教育委員会
県内遺跡発掘調査報告書Ⅸ 新潟県教育委員会
塩津港遺跡2 滋賀県
公家町遺跡発掘調査報告書 同志社大学歴史資料館
南陽市遺跡分布調査報告書（9） 南陽市教育委員会
南陽市宇限図調査報告書（1） 南陽市教育委員会
桧木沢遺跡ほか 七ヶ宿町教育委員会
市ヶ谷村町遺跡 東京都埋蔵文化財センター
滋賀県内遺跡発掘調査報告書 滋賀県文化スポーツ部文化財保護課

展 示 図 録　
名　　　称 発　行　者

宮城県の文化財　美術工芸品編② 宮城県教育委員会

仙台城本丸跡の発掘　仙台文化財パンフレット43集 仙台市教育委員会
くすり文化誌　江戸時代の洋薬 一関市博物館

一関藩主　田村家の文物　 一関市博物館
鎮め物としての武器具　武納埋納祭の展開 公益財団法人元興寺文化財研究所

昆布とミヨク　国際企画展示 国立歴史民俗博物館
倭人のつながり　とっとり弥生の王国 鳥取県立むきばんだ史跡公園
文化財の仕事1筋　半世紀　 公益財団法人元興寺文化財研究所

ひらく　つくる　みのる　青森の湿地と稲作のはなし 青森県立郷土館
縄文遺跡郡と県立郷土館　発掘調査の軌跡 青森県立郷土館 

みやぎの復興と発掘調査　 東北歴史博物館
新指定　国宝・重要文化財　 読売新聞社

宮戸島の外来植物　 奥松島生物多様性保全協議会
令和2年度特別展　飛鳥の石造構造文化と石工　 奈良文化財研究所　飛鳥資料館
堂山1号墳　令和2年度夏季企画展 大阪府立近つ飛鳥博物館

特別展　米沢城　 米沢市上杉博物館
特別展　関東管領上杉謙信　 米沢市上杉博物館

泉山兄弟と是川遺跡　是川遺跡発掘100年位年 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館
伝わるかたち伝えるわざ　伝達と変容の日本建築 東北歴史博物館

シンポジウム「鉄の道をたどる」　ふくしま鉄ものがたり 福島県文化財センター白川館
令和2年度企画展　松戸と徳川将軍のお猪狩　 松戸市立博物館
令和2年度企画展　盾持人埴輪の世界　 埼玉県立さきたま史跡の博物館

令和2年度企画展　明治・大正ハマの街 横浜市歴史博物館
縄文の遺跡　雪降る縄文と星降る縄文の競演 十日町市博物館

令和2年度夏季企画展　地酒王国　信州　 長野県立歴史館
令和二年度秋季企画展　王権麾下の古墳とその被葬者　 大阪府立近つ飛鳥博物館

令和元年度企画展　水辺の祭祀と出雲　 島根県立八雲立つ風土記の丘
十日町市博物館　 十日町市博物館
平成29年度秋季企画展　是川縄文ムラを観る・描く　 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館

第19回企画展　みんなの知らない植物の世界　 上高津貝塚ふるさと歴史の広場
平成28年度冬季企画展　歴史発掘おおさか　 大阪府立近つ飛鳥博物館



24 

 

 

展示解説　 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

平成29年度夏季企画展　長野誕生　 長野県立歴史館
横浜市歴史博物館　ＧＵＩＤＥ　 横浜市歴史博物館

令和2年度秋季特別展　埴輪が語る古墳の祀り　 和歌山県立紀伊風土記の丘
令和元年度冬季企画展　歴史発掘　おおさか　2019　 大阪府立近つ飛鳥博物館

是川縄文館秋季企画展2020　白神山地の縄文　 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館
なすの縄文遺跡 那珂川町なす風土記の丘資料館
「洋画家・書家・コレクター」中村不折 長野県立歴史館

飛鳥の考古学二〇二〇 奈良文化財研究所
「発掘された島根の中世城館」 島根県立八雲立つ風土記の丘

館 報 ・ 年 報　
名　　　称 発　行　者

新潟県立歴史博物館年報　第19号 新潟県立歴史博物館
平成29年度　山形市埋蔵文化財調査年報 山形市教育委員会

平成26年度　朝倉市文化財年報　 朝倉市教育委員会
秋田県埋蔵文化センター年報　第37号 秋田県埋蔵文化財センター

秋田城跡　秋田城跡歴史資料館年報2019 秋田市教育委員会
院友学芸員　NO.13 國學院大學博物館学研究所
かすみがうら市郷土資料館年報　第5号 かすみがうら市郷土資料館

平成30年　九州産業大学美術館年度報告書　 九州産業大学美術館
守れ！文化財　 新潟県立歴史博物館

苫小牧市美術博物館　年報　第6号（平成30年度） 苫小牧市美術博物館
平泉文化研究年報　第20号 「世界遺産平泉｣保存活用推進実行委員会

岩手大学平泉文化研究センター年報　第8集 国立大学法人岩手大学平泉文化研究センター
青森県立郷土館報　2020年度｢47号｣ 青森県立郷土館
東北大学埋蔵文化財調査室　年次報告2018 東北大学埋蔵文化財調査室

学習院大学史料館紀要　第26号 学習院大学史料館
成田山文化財団年報　第11号 成田山文化財団

山形県立博物館報　令和二年度－2019年度実績- 山形県立博物館
米沢文化財年報　NO.32 米沢市教育委員会

浜田広介記念館館報　第20号 浜田広介記念館
米沢市上杉博物館　VOL．32 米沢市上杉博物館
ねまらっしゃい　第1号 芭蕉、清風歴史資料館

山形市埋蔵文化財調査年報　平成30年度 山形市教育委員会
八戸市博物館　年報　第37号 八戸市博物館

八戸市埋蔵文化財センター　年報　NO．9 八戸市埋蔵文化財センター
秋田県立博物館　 秋田県立博物館

多賀城跡　年報2019 宮城県多賀城跡調査研究所
東北歴史博物館　令和元年度年報 東北歴史博物館
北上市埋蔵文化年報　2018年 北上市立埋蔵文化財センター

南相馬市博物館年報　平成30年度 南相馬市博物館
福島県文化財センター白川館　平成30年度 公益財団法人福島県文化振興財団

上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報　第26号 上高津貝塚ふるさと歴史の広場
松戸市立博物館年報　第27号 松戸市立博物館

馬高縄文館10年のあゆみ　 長岡市教育委員会
岐阜県博物館報　第43号 岐阜県博物館
大阪府立近つ飛鳥博物館　23号 大阪府立近つ飛鳥博物館

高知県立歴史民俗資料館年報　NO.29 高知県立歴史民俗資料館
宮崎県総合博物館　NO.49 宮崎県総合博物館

朝倉市文化財年報　第32号集 朝倉市教育委員会
朝倉市文化財年報　第33号集 朝倉市教育委員会

朝倉市文化財年報　第35号集 朝倉市教育委員会
まなびあテラス　2016-2017 まなびあテラス
ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＴＥＲ　1 国立歴史民俗博物館　メタ資料研究センター

年報　LOV．29 米沢市上杉博物館
年報　36 群馬県埋蔵文化財調査事業団

新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成27年度 新潟県埋蔵文化財調査事業団
新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成28年度 新潟県埋蔵文化財調査事業団

纏向学研究センター年報　第5号 桜井市纏向学研究センター
東京都埋蔵文化センター　年報　40 東京都埋蔵文化財センター
青谷上寺地遺産　発掘調査研究年報　2016　 鳥取県埋蔵文化財センター

十日町市博物館年報　6号 十日町市博物館
斎藤茂吉記念館　年報　35号 斉藤茂吉記念館

宮古市　崎山貝塚縄文の森ミュージアム　年報　令和元年度 宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム
館報　令和元年度 福井県立若狭歴史博物館

纏向学研究センター年報　第8号 桜井市纏向学研究センター
浦幌町立博物館　年報　第21号 浦幌町立博物館
南相馬市博物館年報　令和元年度 南相馬市博物館

大分県立歴史博物館年報 大分県立歴史博物館
福島県文化財センター白河館　年報 福島県文化振興財団
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盛岡市遺跡の学び館　平成30年度館報 盛岡市遺跡の学び館

同支社大学歴史資料館 館報 同支社大学歴史資料館
　

研 究 紀 要　
名　　　称 発　行　者

研究紀要　第12号 公益財団法人山形県埋蔵文化財センター
研究紀要　第18号 公益財団法人福島県文化振興財団
博物館學紀要　第44号 國學院大學博物館学校研究室

研究気要　第34号 秋田県埋蔵文化財センター
研究紀要　第22号 下関市立考古博物館

貝塚博物館紀要　第46号 千葉市立加曽利貝塚博物館
資源環境と人類　第10号 明治大学黒曜石研究センター紀要
浦幌町立博物館紀要　第20号 浦幌町立博物館

元興寺文化財研究所　研究報告2018　 公益財団法人　元興寺文化財研究所
東北歴史博物館研究紀要　第21号 東北歴史博物館

研究紀要　第38号 群馬県埋蔵文化財調査事業団
新潟県立歴史博物館研究紀要　第21号 新潟県立歴史博物館

三内丸山遺跡　第15号 三内丸山遺跡センター
埼玉県立史跡の博物館紀要　第13号 埼玉県立さきたま史跡の博物館
秋田県立博物館研究報告書　第45号 秋田県埋蔵文化財センター

研究報告　　第36号 國學院大學博物館
野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告第22次野尻湖発掘報告　第28号 野尻湖ナウマンゾウ博物館

日本の出土米　西日本出土米の粒性質DNA分析 弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター

宮城県多賀城跡調査研究所　沿革史　 宮城県多賀城跡調査研究所

国史跡山王囲遺跡の研究　Ⅰ　漆器編 八戸市教育委員会
研究紀要　第9号 弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター

青森県立郷土資料館　研究紀要　第44号 青森県立郷土館

大分県立歴史博物館　研究紀要　第20号 大分県立歴史博物館
山形県立博物館研究報告　第38号 山形県立博物館

文化財保存修復研究センター紀要　 文化財保存修復研究センター
大手前大学史学研究所紀要　第14号 大手前大学史学研究所

一関市博物館研究報告　第23号 一関市博物館
骨寺村荘園遺跡村落調査研究報告書　 一関市博物館
早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要　第21号 早稲田大学會津八一記念博物館

研究論集　ⅩⅩⅩⅥ 東京都埋蔵文化財センター
長野県立歴史館　研究紀要　第26号 長野県立歴史館

纏向学研究センター研究紀要　第8号 桜井市纏向学研究センター
宮崎県総合博物館研究紀要　第40号 宮崎県総合博物館

書陵部紀要　第71号 宮内庁書陵部
書陵部紀要（陵墓編）　第71号 宮内庁書陵部
横浜市歴史博物館　紀要　24 横浜市歴史博物館

北上市立埋蔵文化財センター紀要　第7号 北上市立埋蔵文化財センター
松戸市立博物館紀要　第27号 松戸市立博物館

横浜市歴史研究館　16 横浜市歴史博物館
日本文化財保護協会　第4号 日本文化財保護協会

東京国立博物館紀要　第55号 東京国立博物館
ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.682 東京国立博物館
ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.683 東京国立博物館

ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.684 東京国立博物館
ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.685 東京国立博物館

ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.686 東京国立博物館
ＭＵＳＥＵＭ　ＮＯ.687 東京国立博物館

紀伊風土紀の丘研究紀要　8号 和歌山県立紀伊風土紀の丘
明治大学博物館研究報告　25号 明治大学博物館
日本文化財保護協会　紀要　平成29年会報 日本文化財保護協会

研究紀要　11号 公益財団法人　新潟県埋蔵文化財調査事業団
国立博物館民族博物館　要覧　 国立歴史民俗博物館

那須野が原博物館　紀要 第17号 那須塩原市那須野が原博物館
國學院大學博物館研究報告　第37号 國學院大學博物館

資 料 目 録　
名　　　称 発　行　者

多賀城跡　 宮城県多賀城跡調査研究所
安定化処理　大津波被災文化財保存修復技術連携プロジェクト 日本博物館協会

さとはまの縄文土器　奥松島縄文村歴史資料館所蔵考古資料 奥松島縄文村歴史資料館
未来につなぐ奥松島のたから　 奥松島縄文村歴史資料館

なじおもん　体験実習活動報告書 津南町教育委員会
長岡の火炎土器　馬高縄文館 長岡市教育委員会
長野県立歴史館収蔵書目録　 長野県立歴史館

沖ノ島　 「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議
野首遺跡出土のすべて　 十日町市博物館
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動物の意匠　人と生き物のかかわり 十日町市博物館
弘前大学の考古学　弘前考古のあゆみとその成果 弘前大学人文社会科学部北日本考古学センター
横浜市歴史博物館資料目録　第28集 横浜市ふるさと歴史財団
「織田信長と安土城」　 滋賀県立安土城考古博物館
那須野が原に農場を　華族がめざした西洋 那須塩原市那須野が原博物館
めがね　 高畠町役場企画財政課
市立米沢図書館概要 市立米沢図書館
会報 山形県博物館連絡協議会
浜田広介記念館開館30年の歩み 浜田広介記念館
古代牡鹿をおさめた人々 奥松島縄文村歴史資料館
蓑虫山人の足跡を訪ねて 一関市博物館
縄文の国宝 十日町市博物館
機織りのムラ　馬場上遺跡 十日町市博物館
若狭歴史博物館 若狭歴史博物館
南陽市民大学講座 南陽市教育委員会

学 術 雑 誌　
名　　　称 発　行　者

米沢史学 米沢史学会
米沢史学 米沢史学会
続草ぶえの考古学 草ぶえの会・さあべい同人会
歴史遺産研究 東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科
群馬考古学手帳 群馬土器観会
駿河市學 駿河史学会
大鏡 富山考古学会
DOGU 土偶研究会
CERAMICS JAPAN 日本セラミック協会
西村山地域史の研究 西村山地域史研究会
山形史学研究 山形史学研究会
ＲＥＫＩＨＡＫＵ 国立歴史民俗博物館
中期古墳の再検討 東北・関東前方後円墳研究会
古墳築造周縁域における古墳時代前・中期の社会と地域間関係 東北・関東前方後円墳研究会
地域編年から考えるー部分から全体へ 東北・関東前方後円墳研究会
馬具副葬古墳の諸問題 東北・関東前方後円墳研究会
古墳と「豪族居館」 東北・関東前方後円墳研究会
手工業生産と古墳時代社会 東北・関東前方後円墳研究会
ＲＥＫＩＨＡＫＵ 国立歴史民俗博物館

単　行　本　
名　　　称 発　行　者

飯豊町歴史文化基本構想　飯豊町の文化財の保存活用に関する基本方針 飯豊町教育委員会
ふるさと中川　中川郷土史 中川の沿革誌を残す会
上岩岩陰と縄文草創期　 春成秀
山形の城を歩く　 保角里志
どっこい方言は生きている　 公益財団法人　山形県生涯学習文化財団
日本海軍　軍用機集 グリーンアロー出版社
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