
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　第１回役員会

期 日 平成２８年５月１２日～５月１３日
会 場 千葉県千葉市（ホテルポートプラザちば）
派 遣 職 員 専務理事　三浦秋夫、事務局長　黒坂雅人

　　　　イ　総会
期 日 平成２８年６月１６日～６月１７日
会 場 鹿児島県霧島市（ホテル京セラ）
派 遣 職 員 専務理事　三浦秋夫、事務局長　黒坂雅人

　　　　ウ　ブロック活動
　　　　　　　北海道・東北地区会議

期 日 平成２８年１０月１３日～１０月１４日
会 場 福島県福島市（コラッセふくしま）
派 遣 職 員 専務理事　三浦秋夫、事務局長　黒坂雅人、専門調査研究員　齋藤健

　　　　エ　第２回役員会
期 日 平成２８年１２月１日～１２月２日
会 場 東京都墨田区両国（東京都江戸東京博物館）
派 遣 職 員 専務理事　三浦秋夫、業務課長　伊藤邦弘

　　　　オ　研修会
期 日 平成２８年９月２９日～９月３０日
会 場 山形県山形市（ホテルメトロポリタン山形）
派 遣 職 員 専務理事　三浦秋夫、事務局長　黒坂雅人、業務課長　伊藤邦弘　他

　　　②埋蔵文化財担当者専門研修への派遣
　　　　ア　地質考古調査課程

期 日 平成２８年８月２９日～９月２日
会 場 奈良文化財研究所
派 遣 職 員 調査研究専門員　齊藤主税

　　　　イ　土器・陶磁器調査課程
期 日 平成２８年１１月１４日～１１月１８日
会 場 奈良文化財研究所
派 遣 職 員 主任調査研究員　菊池玄輝

　　　　ウ　文化財担当者特別研修｢報告書公開活用課程｣
期 日 平成２９年３月１３日～３月１５日
会 場 奈良文化財研究所
派 遣 職 員 主任調査研究員　髙桑登

　（２）普及啓発
　　　①センター公開事業
　　　　ア　「子どもミュージアム」
　　　　　本年度より、埋蔵文化財センター単独事業として実施。
　　　　　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２８年７月１９日（火）～８月１９日（金）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 展示：「やまがたの昔むかし」

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 ２９名

展示(縄文時代のコーナー) 縄文クッキー体験 火起こし体験
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　　　　イ　平成２８年度　山形県発掘調査速報会２０１６
　　　　　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３市教委共催で実施した。
　　　　　センターが平成２８年度に発掘調査を行った遺跡の内、５遺跡５件の調査成果と、山形市
　　　　　教育委員会・米沢市教育委員会・上山市教育委員会の各発掘調査成果を報告した。

期 日 平成２９年２月２６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、併せて出土品の展示・解説

を実施した。
入場者数 約１２０名

　　　②考古学講座
期 日 平成２９年２月２２日（水）
会 場 山形県埋蔵文化財センター
内 容 講演　職員研修として計画した講演会を、一般にも開放して実施した。
演題： 『中国古代帝王陵の変遷及び中日古代墳墓の関連性について』
講師： 劉　振東 氏(東北学院大学客員教授)、佐川正敏 氏(東北学院大学教授)

参加者数 ３５名

　　　③展示協力
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－』
期 日 平成２８年６月１１日～９月１１日
会 場 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館
内 容 主な建築物が造られる前に調査した遺跡の様子、出土した遺物と共に現在の

建造物の写真なども展示し、時代の変化の様子を紹介。
（城南一丁目遺跡、下叶水遺跡等で確認された遺構･遺物及び解説パネルと、
　同地点の現在の様子を表したパネル等を併せて展示）

八幡西遺跡の報告発表会場 出土品の展示・解説
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　　　④来所者

　　　ア.見学・研修等
№ 来所者 期　日 人数 内　容

1 秋田県民 2016年4月20日 1 施設見学

2 山形市民 2016年4月27日 1 施設見学

3 上山市立南小学校　5年生 2016年5月2日 118 施設見学、施設利用（講話）

4 写真家　他 2016年5月6日 3 施設見学、施設利用（取材）

5
平成28年度
第1回市町村文化財担当者研修会

2016年5月13日 28 施設見学、施設利用（講話）

6 長井市教育委員会 2016年5月24日 4 施設利用（写真撮影研修）

7 山形市立蔵王第一中学校　２年生 2016年5月24～26日 3 職場体験

8 酒田市教育委員会 2016年5月31日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

9 上山市地区公民館合同研修会 2016年6月10日 28 施設見学

10
平成28年度
第2回市町村文化財担当者研修会

2016年6月24日 21
遺跡見学、施設利用（実地研修）
〈八幡西遺跡〉

11 上山市キャリアスタートウィーク 2016年7月5～7日 2 職場体験

12 酒田市教育委員会 2016年7月12日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

13
大蔵村教育委員会
｢おおくら松の実塾｣

2016年7月14日 31
遺跡見学、施設利用（発掘体験）
〈上竹野遺跡〉

14 米沢市上杉博物館 2016年7月19日 2 施設利用（赤外線写真撮影）

15 山辺町文化財保護審議会 2016年7月21日 9 遺跡見学〈馳上遺跡〉

16
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

2016年7月27日 3 施設利用（写真撮影研修）

17
川西町学校教育研修所
社会科専門部会

2016年7月29日 14
遺跡見学、施設利用（発掘体験）
〈八幡西遺跡〉

18
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

2016年8月5日 4 施設利用（写真撮影研修）

19 東北学院大学　学生 2016年8月22･23日 1 資料見学

20
みちのおくの芸術祭　やまがたビエ
ンナーレ2016　公式ツアー

2016年9月10日 18 施設見学、施設利用（講話）

21 山形市民 2016年9月13日 1 施設見学

22 中山地区会 2016年9月25日 － 施設利用（放送設備一式）
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№ 来所者 期　日 人数 内　容

23
川西町教育委員会
｢川西町文化財巡り｣

2016年10月8日 40 遺跡見学〈八幡西遺跡〉

24 中山地区会 2016年10月9日 － 施設利用（放送設備一式）

25
山形県立米沢興譲館高等学校
SSH事業「異分野融合サイエンス」

2016年10月12日 30 施設見学、施設利用（講話）

26 兵庫県民 2016年10月13日 1 施設見学

27 東京都民 2016年10月14日 1 施設見学

28 山形市本沢郷土研究会 2016年10月17日 4 施設利用（出土遺物の鑑定）

29 神奈川県民 2016年10月20日 1 施設見学

30 会津若松市教育委員会 2016年10月21日 2 施設利用（出土遺物の鑑定）

31 山形市本沢郷土研究会 2016年10月24日 4 施設利用（出土遺物の鑑定）

32
尾花沢市玉野地区公民館
（玉野歴史保存会）

2016年10月28日 15 施設見学

33 南陽市教育委員会 2016年11月7日 4 施設利用（写真撮影研修）

34 米沢市教育委員会 2016年12月15日 1 施設利用（赤外線写真撮影）

35 大江町教育委員会 2016年12月21日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

36 米沢市教育委員会 2016年12月22日 2 施設利用（出土遺物の鑑定）

37 寒河江市教育委員会 2017年1月26日 2 施設利用（出土遺物の鑑定）

38 米沢市教育委員会 2017年1月27日 1 施設利用（出土遺物の鑑定）

39 ＮＨＫ山形放送局 2017年2月14日 3 施設利用（番組取材）

40 上山市教育委員会 2017年2月16日 2 施設利用（出土遺物の鑑定）

41 九州歴史資料館 2017年2月22日 1 資料見学

42 仙台市縄文の森広場 2017年3月13日 1 資料見学

43 福島県民 2017年3月16日 1 施設見学

44 酒田市教育委員会 2017年3月30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 2016年11月29日

　　　ウ.資料調査
№ 期　日

1 2016年4月27日

2 2016年5月26日

3 2016年5月24･25日

4 2016年6月16日

5 2016年6月28日

6 2016年7月26･27日

7 2016年8月12～16日

8 2016年10月5日

9 2016年10月5･6日

10 2016年12月2日

11 2017年1月27日

12 2017年2月8日

　　⑤調査説明会
№ 市町村 遺跡名 開催日 遺跡種別 参加者数

1 川西町 壇山古窯跡群第9地点 2016年6月18日 窯跡 60

2 川西町 八幡西遺跡　第1回 2016年8月20日 集落跡 60

3 大蔵村 上竹野遺跡第2次 2016年9月24日 集落跡 60

4 米沢市 馳上遺跡第8次・元立北遺跡 2016年11月3日 集落跡 70

5 川西町 八幡西遺跡　第2回 2016年11月23日 集落跡 52

長井市教育委員会、長井市史編纂委員
岡ノ台遺跡、黒藤館跡、小山遺跡
庚壇遺跡、空沢遺跡、東千作遺跡

来所者 対象遺跡

九州国立博物館　職員
亀ヶ崎城跡、山形城三の丸跡
城南一丁目遺跡

福島県文化財センター　白河館　職員 亀ヶ崎城跡

慶應大学民族考古学研究室　学生 太郎水野２遺跡

米沢市教育委員会　職員 西谷地ｂ遺跡

南相馬市教育委員会　職員 オサヤズ窯跡、泉森窯跡

弘前大学人文学部　学生 西海渕遺跡、羽黒神社西遺跡

山形大学人文学部　教員 今塚遺跡

慶應大学民族考古学研究室　学生 太郎水野２遺跡

ＮＨＫ山形放送局　職員 下長橋遺跡

来所者 閲覧目的

長井市教育委員会　職員 研究のため

長井市教育委員会、長井市史編纂委員
廻り屋遺跡、堀端遺跡、圸の上遺跡
蛇崩遺跡、小山遺跡

東北大学　名誉教授 宮の前遺跡

－ 38－



　　⑥職員派遣等
№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

1 村山市文化財保護委員会 村山市役所 阿部　明彦
2016年
4月26日

村山市文化財保護委員会

2 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2016年
5月18日

第1回舟形町文化財保護委員会

3 山辺町教育委員会 山辺町役場 黒坂　雅人
2016年
5月20日

山辺町文化財保護審議会

4
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
2016年
5月21日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！！｣
石器作り技術指導

5 山形市教育委員会 霞城公園管理事務所 髙桑　　登
2016年
5月24日

山形城本丸･二の丸跡出土陶磁器調査
指導

6 山形県地域史研究協議会 寒河江市文化センター 須賀井新人
2016年
6月5日

第42回総会・研究大会（寒河江大
会）

7 山形県教育委員会 文化財･生涯学習課 齊藤　主税
2016年
6月6日

平成28年度　埋蔵文化財調整会議

8 舟形町教育委員会 西ノ前遺跡、猿羽根楯跡 齊藤　主税
2016年
6月21日

平成28年度　国、県指定文化財巡回
指導

9 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2016年
6月28日

平成28年度　舟形町｢縄文の女神ま
つり｣展示土偶の打合せ

10 大蔵村教育委員会 大蔵村　上竹野遺跡 菅原　哲文
2016年
7月14日

『おおくら松の実塾』説明及び発掘
体験指導

11
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
2016年
8月6日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！！｣
石器作り技術指導

12 舟形町教育委員会 Ｂ&Ｇ舟形海洋センター 菅原　哲文
2016年
8月7日

縄文の女神まつり記念講演

13 東根市教育委員会 東の杜資料館 阿部　明彦
2016年
8月9日

埋蔵文化財等考古資料の整理　現地
指導

14
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
2016年
8月10日

School of JOMON
石器作り実演･講演

15 中山町教育委員会 中山町中央公民館 伊藤　邦弘
2016年
8月10日

中山町文化財保護審議会

16 北村山地域史研究会
尾花沢市役所共同福祉施
設

髙桑　　登
阿部　明彦

2016年
9月10日

｢山形学｣地域連携講座
『陸上交通｢十字路｣の豊かな歴史を
探る』

17 長井市史編纂委員会 長井市　小桜館 菅原　哲文
2016年
9月16日

長井市史編集委員会

18
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

水戸部秀樹
2016年
9月25日

第18期考古学セミナー
『縄文時代の植物利用』
「押出遺跡の植物利用」

19 最上地域観光協議会 山形県立博物館等、各所 阿部　明彦
2016年
10月1･2日

国宝土偶「縄文の女神」のふるさと
を訪ねて　解説
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

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

小林　圭一
2016年
10月9日

第18期考古学セミナー
『縄文時代の植物利用』
「高瀬山遺跡の水場遺構と植物利
用」

21 山形市教育委員会 山寺芭蕉記念館 髙桑　弘美
2016年
10月14日

山形市文化財保護委員会現地視察

22 舟形町教育委員会
山形市、山辺町　最上義
光関連施設

齊藤　主税
2016年
10月20日

平成28年度舟形町文化財保護委員会
研修視察

23 山形市教育委員会 史跡山形城二の丸艮櫓跡
髙桑　　登
大場　正善

2016年
10月25日

山形城二の丸土塁･艮櫓跡調査区の空
撮、及びオルソ画像作成用写真撮影

24 村山市教育委員会 村山市役所 阿部　明彦
2016年
10月26日

村山市文化財保護審議会委員辞令交
付及び審議会

25 山形考古学会 遊佐町　遊楽里
阿部　明彦
菅原　哲文
小林　圭一

2016年
10月29･30日

山形考古学会　研究大会

26 山形市教育委員会 山形市役所 髙桑　弘美
2016年
11月1日

山形市文化財保護委員会

27 大石田町教育委員会
大石田町大字駒籠地内
駒籠楯跡

阿部　明彦
2016年
11月1～11日

平成28年度駒籠楯跡発掘調査指導

28
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
2016年
11月3日

｢勾玉･弓矢･石器を作ろう！！｣
石器作り技術指導

29 山形県教育委員会 山形県庁 髙桑　弘美
2016年
11月4日

山形県文化財保護審議会

30 松山の宝推進協議会 松山城址館 髙桑　　登
2016年
11月5日

出羽庄内城歩き事はじめ！！　解説

31
明治地区文化祭実行委員
会

明治コミュニティセン
ター

小林　圭一
2016年
11月6日

明治地区文化祭講演会　講演

32 山形県立博物館 山形県立博物館 髙桑　弘美
2016年
11月12日

平成28年度考古学講座
「古代の村山」
『墨書土器が語る古代のくらし』

33
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
2016年
11月16日

平成28年度第1回運営審議会

34 大石田町教育委員会 大石田町　駒籠楯跡 阿部　明彦
2016年
11月22日

平成28年度駒籠楯跡発掘調査指導

35 山形県立博物館 山形県立博物館 阿部　明彦
2016年
12月10日

平成28年度考古学講座
「古代の村山」
『炉鍛冶施設をもつムラ』

36 山形県立博物館 山形県立博物館 伊藤　邦弘
2017年
1月21日

平成28年度考古学講座
「古代の村山」
『瓦を供給した生産跡』

37
東根地区地域作り実行委
員会

東根地区公民館 阿部　明彦
2017年
2月2日

地域づくり地区民の集い　事前打合
わせ
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№ 依頼者名 派遣場所 派遣職員名 期日 内　容

38
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

天本　昌希
菊池　玄輝
渡辺　和行

2017年
2月5日

考古資料検討会　調査報告

39
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
2017年
2月7日

平成28年度第2回運営審議会

40 舟形町立舟形小学校 舟形町立舟形小学校 齊藤　主税
2017年
2月8日

平成28年度　第2回学校評議員会

41
東根地区地域作り実行委
員会

東根地区公民館 阿部　明彦
2017年
2月11日

地域づくり地区民の集い　講演

42 山形市教育委員会 山形市役所 髙桑　弘美
2017年
2月14日

山形市文化財保護委員会

43
山形県教育庁文化財･生涯
学習課

山形県生涯学習センター
遊学館

伊藤　邦弘
菅原　哲文
菊池　玄輝
天本　昌希
渡辺　和行
吉田　　満
板橋　　龍
三浦　一樹

2017年
2月26日

｢山形県発掘調査速報会｣2016　調査
報告

44 舟形町教育委員会 舟形町中央公民館 齊藤　主税
2017年
3月1日

第2回舟形町文化財保護委員会

45 長井市教育委員会 長井市生涯学習プラザ 菅原　哲文
2017年
3月4日

市史編纂歴史講座　講演

46
(公財)仙台市市民文化事業
団　仙台市富沢遺跡保存
館

仙台市富沢遺跡保存館 大場　正善
2017年
3月5日

平成28年度ボランティア実技研修
実技指導

47 東北学院大学
福岡県太宰府市ふれあい
歴史館

水戸部秀樹
2017年
3月5～7日

共同研究｢太宰府天満宮･安楽寺跡の
瓦調査｣に係る資料調査

48 東北学院大学
東北学院大学　ホーイ記
念館

水戸部秀樹
2017年
3月10日

国際学術セミナー　研究報告

49 北村山地域史研究会 楯岡地域市民センター 菊池　玄輝
2017年
3月12日

北村山の歴史研究報告会　調査報告

50 東根市教育委員会 東根市役所 阿部　明彦
2017年
3月17日

東根市文化財保護審議会

51 山形県教育委員会 村山総合支庁 髙桑　弘美
2017年
3月23日

山形県文化財保護審議会

52 長井市史編纂委員会 長井市民文化会館 菅原　哲文
2017年
3月24日

長井市史編集委員会
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　　⑦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　教員
山辺町相模地区郷土史研究会の
資料として

2016年4月12日
～4月25日

西ノ前遺跡、今塚遺跡
万治ヶ沢遺跡

12

2 山形大学附属小学校 歴史授業の資料として
2016年4月15日
～4月28日

百刈田遺跡、熊ノ前遺跡 5

3 舟形町教育委員会
舟形町歴史民俗資料館展示のた
め

2016年5月16日
～11月30日

西ノ前遺跡 41

4 九州国立博物館

九州国立博物館文化交流展示
（平常展）におけるトピック展
示「有田焼創業400年記念　旧
家の生活を彩った器－古伊万里
（仮）」に展示するため

2016年7月12日
～11月30日

亀ヶ崎城跡、山形城三の丸跡
城南一丁目遺跡

20

5 (公財)福島県文化振興財団

開館15周年記念指定文化財展｢
城跡の考古学｣に係る展示パネ
ル、ポスター、チラシ、広報誌
などに使用するため

2016年7月10日 亀ヶ崎城跡　写真資料 3

6 舟形町教育委員会 縄文の女神まつり展示のため
2016年8月1日
～8月15日

原の内Ａ遺跡、西海渕遺跡
中川原Ｃ遺跡

45

7 長井市教育委員会
長井市古代の丘資料館企画展
｢山のどうぐ・漁のどうぐ｣
の展示と図録掲載のため

2016年7月25日
～11月18日

熊ノ前遺跡、東興野Ｂ遺跡
町下遺跡、川口遺跡
宮の前遺跡、藤治屋敷遺跡
下叶水遺跡、川内袋遺跡
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8 山形大学附属小学校 歴史授業の資料として
2016年7月16日
～7月22日

熊ノ前遺跡 3

9
日本考古学協会
国際交流委員会

ＷＡＣ－８でのポスター展示の
ため

2016年7月25日
～9月2日

太郎水野２遺跡　写真資料 4

10
山形県教育庁
文化財・生涯学習課

県立うきたむ風土記の丘考古資
料館の企画展示のため

2016年7月26日
～12月16日

川口遺跡、渡戸遺跡
高瀬山遺跡、押出遺跡

13

11 米沢市上杉博物館
特別展「伊達市と上杉氏－舘山
城跡史跡指定記念－」に展示の
ため

2016年7月29日
～11月27日

荒川2遺跡 5

12 (公財)福島県文化振興財団
まほろん15周年記念指定文化
財展｢城跡の考古学｣に展示のた
め

2016年9月13日
～1月20日

亀ヶ崎城跡 15

13
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

第24回企画展の図録及びパネ
ルに掲載するため

2016年9月17日
川口遺跡、渡戸遺跡
高瀬山遺跡、押出遺跡
各写真資料

13

14 山形県立博物館

平成28年度プライム企画展
「よみがえる古の大寺院『寶幢
寺』至宝展」において使用する
ため

2016年9月24日
～12月4日

上敷免遺跡 1

15
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

第ⅩⅠ期うきたむ学講座の資料
検討会展示資料として

2017年2月9日
～2月14日

米沢城跡、荒川２遺跡
堤屋敷遺跡、飛泉寺跡

489

16 米沢市上杉博物館
常設展示における米沢城二の丸
跡展示装置の解説映像として使
用するため

2017年3月8日
～3月31日

米沢城跡　写真アルバム 5
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　　⑧資料掲載許可
№ 貸出先 資料名 数量

1 株式会社ランズ 山田遺跡　写真資料 2

2 中部大学　教員 中村A遺跡　実測図 2

3 株式会社アルカ 清水西遺跡　実測図
40
ページ

4 日本考古学協会　会員 鶴ヶ岡城跡　写真資料 6

5 (公財)福島県文化振興財団 亀ヶ崎城跡　写真資料 3

6 金城学院大学　教員 押出遺跡　写真資料 2

7 長井市教育委員会

熊ノ前遺跡、東興野Ｂ遺跡
町下遺跡、川口遺跡
宮の前遺跡、藤治屋敷遺跡
下叶水遺跡、川内袋遺跡
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8 山形考古学会　会員 上竹野遺跡　写真資料 33

9 楯山郷土史愛好会 お花山古墳群　写真資料 14

10 東北芸術工科大学
宮の前遺跡、小反遺跡
熊ノ前遺跡、原の内A遺跡
西海渕遺跡　各写真資料

34

11 (株)学研プラス 亀ヶ崎城跡　写真資料 1

12 (株)小学館出版局 亀ヶ崎城跡　写真資料 3

13 (株)小学館出版局 亀ヶ崎城跡　写真資料 3

14 (株)小学館出版局 亀ヶ崎城跡　写真資料 1

15
山形県立
うきたむ風土記の丘考古資料館

馳上遺跡　写真資料 1

16 (株)ジャパン通信情報センター 壇山古窯跡群　調査説明資料 1

17 (株)小学館出版局 亀ヶ崎城跡　写真資料 2

18 一般社団法人日本考古学協会 押出遺跡　写真資料 1

19 (株)山川出版社 西ノ前遺跡　写真資料 1

20 古唐津ミニミニ歴史資料館 亀ヶ崎城跡　写真資料 2

21 NHK山形放送局
下長橋遺跡　土器・礫
写真資料

1式
1

22 株式会社碧水社 山形城三の丸跡　写真資料 1

23 (株)ジャパン通信情報センター 八幡西遺跡　調査説明資料 2

24 米沢市上杉博物館 米沢城跡　写真資料 10

25 南陽市民
加藤屋敷遺跡、天矢場遺跡
写真資料　等

5共著「ふるさと中川誌」に掲載のため

「続　ムシの考古学」（雄山閣）のなかの、「押出
遺跡から発見された昆虫から探る古環境」(仮題)の
紹介文中に使用するため

借用目的

『日本歴史大地図(仮題)』に掲載のため

学術論文への資料として掲載のため

日本考古学協会総会資料への広告として掲載のため

平成28年度日本考古学協会弘前大会第3部会の資料
集に掲載のため

開館15周年記念指定文化財展｢城跡の考古学｣に係
るポスター、チラシ、広報誌などに使用するため

長井市古代の丘資料館企画展｢山のどうぐ・漁のど
うぐ｣の図録掲載のため

『遺跡と泉の里たてやま(仮)』に掲載のため

「みちのおくの芸術祭　山形ビエンナーレ2016」
で実施するツアーのガイドブックに掲載のため

雑誌『歴史群像』内の記事に掲載のため

(株)小学館ホームページ｢BOOK PEOPLE｣内の記事に
掲載のため

考古資料検討会チラシに掲載のため

(株)小学館ホームページ｢BOOK PEOPLE｣内の記事に
掲載のため

(株)小学館ホームページ｢BOOK PEOPLE｣内の記事に
掲載のため

「肥前を窯業大国にした朝鮮陶工の歴史-唐津・伊
万里」に掲載のため

番組取材、放送のため

『週刊ビジュアル戦国王』43号｢山形城｣ページに掲
載のため

「文化財発掘出土情報」誌の「各地の動向」に掲載
のため

常設展示における米沢城二の丸跡展示装置の解説映
像として使用するため

山形考古学会遊佐大会の資料とするため

「文化財発掘出土情報」誌の「各地の動向」に掲載
のため

『日本考古学年報』68(2015年度版)に掲載のため

書籍『土偶のリアル』(譽田亜紀子著)に掲載のため

(株)小学館ホームページ｢BOOK PEOPLE｣内の記事に
掲載のため
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　　⑨出版物
　　　ア.調査説明会資料

発行年月日 　　

壇山古窯跡群　第９地点 2016年6月18日

八幡西遺跡（第１回） 2016年8月20日

上竹野遺跡　第２次 2016年9月24日

馳上遺跡　第８次・元立北遺跡 2016年11月3日

八幡西遺跡（第２回） 2016年11月23日

　　　イ.調査報告書
シリーズ№ 書　名 発行年月日

225 2017年3月31日

226 2017年3月31日

227 2017年3月31日

228 2017年3月14日

　　　ウ.その他
発行年月日

平成27年度　年報 2016年5月1日

研究紀要　第９号 2017年3月31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 １，６２６ 冊 のデータ入力実施(File Maker Pro使用）

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」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

書　名

資料名

馳上遺跡第2～4･6次発掘調査報告書

蝉田遺跡第1･2次発掘調査報告書

押出遺跡第６次発掘調査報告書

壇山古窯跡群第９地点発掘調査報告書
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