宮城県考古学会連絡紙
第５２号
2010 年 11 月 27 日発行
〒980−8576 仙台市青葉区川内 27-1

東北大学大学院文学研究科考古学研究室気付 宮城県考古学会事務局
＜閉会行事＞16：40～16：45

平成 22 年度 宮城県遺跡調査成果発表会日程

○閉会あいさつ
○閉会宣言

平成 22 年度宮城県遺跡調査成果発表会は、下記の内容で
実施されます。 ※参加費無料、資料代 1,000 円

＜資料発表＞11 件
1．薬莱原№15 遺跡（旧石器）
、加美町教育委員会

日 時：平成 22 年 12 月 11 日（土）
会 場：亘理町悠里館 視聴覚ホール（亘理駅東口前）
主 催：宮城県考古学会

2．室浜貝塚（縄文）、東松島市教育委員会
3．西浦 B 遺跡（H21）（縄文）
、蔵王町教育委員会
4．通木田中前遺跡（縄文・弥生）
、大崎市教育委員会

共 催：宮城県教育委員会、亘理町教育委員会、宮城県
史跡整備市町村協議会

5．西石山原遺跡（縄文・古代）、宮城県教育委員会
6．灰塚遺跡・天神前遺跡（古代）
、大崎市教育委員会
7．鶴館遺跡（古墳・近世）
、大郷町教育委員会

日 程：
＜開催行事＞10：00～10：10
○開会宣言

8．羽場遺跡（古代）、宮城県教育委員会
9．石巻城跡（中世）、石巻市教育委員会

○主催者あいさつ
○亘理町教育委員会教育長あいさつ

10．西須賀原遺跡（近世）
、岩沼市教育委員会
11．仙台城跡（造酒屋敷）
（近世）
、仙台市教育委員会
＜懇親会＞

＜発
表＞11 件
1．10：10～10：35 北小松遺跡（縄文）
、宮城県教育委
員会

会
場：居酒屋 YOSAKU（亘理駅西口より徒歩 5 分）
開始時間：17：20～

2．10：35～11：00 法領塚古墳（古墳）
、仙台市教育委
員会

会

費：一般 4,000 円 学生 3,000 円（要申し込み、
当日申し込み可）
連 絡 先：宮城県考古学会 企画幹事会 芳賀英実

3．11：00～11：25 桜小路横穴墓群（古代）
、亘理町教
育委員会
4．11：25～11：50 高崎古墳群（古代）
、多賀城市教育
昼

委員会
食・休

※ 個 人 情 報 に つ き 連 絡 先 削 除

憩 （80 分）

博物館等イベント情報

5．13：10～13：45 大野田官衙遺跡（古代）
・六反田遺
跡（古墳）
、仙台市教育委員会
6．13：45～14：20 多賀城跡（古代）
、多賀城跡調査研

【多賀城市埋蔵文化財調査センター】

究所
7．14：20～14：45 日の出山窯跡（古代）
、多賀城跡調

▼常設展示を 11 月 2 日（火）よりリニューアルして再開。
大型スクリーン、タッチパネル、イラスト等を多用し、

多賀城市中央二丁目 27−1 Tel.022-368-0134

査研究所
8．14：45～15：10 赤井遺跡（古代）
、東松島市教育委
員会

【仙台市博物館】

休
憩
（15 分）
9．15：25～15：50 薬師堂東遺跡（古代・近世）
、仙台

▼企画展 「仙台人物誌～江戸時代のあんな人、こんな人～」
期間：10 月 26 日（火）～12 月 19 日（日）

市教育委員会
10．15：50～16：15 谷原遺跡（縄文～近世）
、山元町
教育委員会

【仙台市縄文の森広場】

より親しみやすい展示になります。
仙台市青葉区川内 26

Tel.022-225-3074

仙台市太白区山田上ノ台町 10-1 Tel.022-307-5665
▼特別展 ミニ企画展「縄文人の食べ物－名取川沿いの縄文

11．16：15～16：40 松島町雄島海底板碑に関する調査
（中世）
、東北学院大学

ムラと秋の食べ物」
期間：10 月 15 日（金）～12 月 19 日（日）

1

【仙台市地底の森ミュージアム】

し込みの上、郵便振替にて下記入会案内の口座に代金をお
送りください。
問い合わせ・連絡先：総務幹事会 代表 鹿又喜隆（事務局）

仙台市太白区長町南 4-3-1 Tel.022-246-9153
▼企画展「レプリカ展－復元された資料から探る」
期間：10 月 15 日（金）～12 月 5 日（日）

〒980-8576 仙台市青葉区川内 27-1 東北大学大学院文学
研究科考古学研究室気付 宮城県考古学会事務局

【石巻文化センター】
石巻市南浜町１丁目 7-30 Tel. 0225-94-281
▼企画展｢まほろばへの道‐古代石巻地方のくらしと交流」
毛利コレクション（埴輪・土器・装身具・蕨手刀）
、東

TEL（FAX 共通）
：022-795-6073

宮城考古学会の入会案内

北歴史博物館所蔵の杉山コレクション（埴輪）
、岩手県
奥州市角塚古墳出土埴輪、石巻・東松島市内出土資料

本学会では、考古学や歴史を学んでいる方、興味関心が
ある方など会員を随時募集しています。入会申し込みは、
氏名（フリガナ）
・郵便番号・住所・電話番号
（FAX、E-mail）
、
勤務先（学校名）の連絡先を明記の上、年会費（4,000 円、

を展示・紹介する。
期間：10 月 22 日（金）～12 月 12 日（日）

学生等 2,500 円）を郵便振替にてお送りください。なお、
通信欄には必ず「入会」とお書きください。

著 書 ・ 論 文 紹 介

郵便振替口座 02210‐1‐41792 宮城県考古学会

○小林圭一著『亀ヶ岡式土器成立期の研究―東北地方にお
ける縄文時代晩期前葉の土器型式―』
㈱セビアス 9,000 円（税込） 586 頁
○相原淳一 2010「東北地方南部の縄文集落の葬墓制」『縄

会誌「宮城考古学」への投稿案内：原稿募集中です！
＜書式について＞

文集落の多様性Ⅱ 葬墓制』（雄山閣、税込み 5,880 円）
○『日本考古学』第 30 号（発売：吉川弘文館、税込み 4,200

①Ａ４版横組（縦 297mm×横 210mm）
。版面は縦 233mm
×148mm。

円）掲載の下記論文
①鹿又喜隆 2010「更新世最終末の石器集積遺構に含まれ
る道具の評価－宮城県仙台市野川遺跡の機能研究と複製

②本文は 10.5 ポイント・明朝体で横書き・45 字×35 行。
註・引用文献は 9 ポイント・明朝体で、横書き・47 字×
48 行。ヘッダやフッダなどは記載しないでください

石器の運搬実験を通して－」
②柳澤和明 2010「多賀城跡城外出土辛櫃の意義－現存古

③論文：本文、挿図、写真、表などを含め、18 ページ以内。
④研究ノート：試論、予察、着想などの短論文。12 ページ

櫃、絵画・文献史料、出土古櫃の多角的検討を通して－」
③吉野武 2010 「宮城県日の出山窯跡群の調査－F 地点西
斜面地区を中心に－」

以内。
⑤報告・速報：注目される発掘調査の報告や測量調査など。
8 ページ以内。
⑥資料紹介：8 ページ以内。
⑦抜刷部数は最大 100 部（進呈 30 部を含む）
。

第 2 回宮城県考古学会代表幹事会・役員会
10 月 24 日(日)東北大学考古学研究室で開催しました。協

＜連絡先＞
宮城考古学会会誌幹事会 代表 安達 訓仁
※個人情報につき連絡先削除

議として「平成 22 年度宮城県遺跡調査成果発表会について
の詳細」が検討され、総務・企画・会誌・連絡紙の幹事よ
り近況報告がありました。

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！
総務幹事会からのお知らせ

考古学に関する情報や寄稿、会員通信等お寄せ下さい。
また、連絡紙の愛称や内容、取り上げて欲しいこと、提言
などご意見ご要望もお待ちしております。

2010 年度会費未納の会員の皆様、会費を早期に納入願い
ます。会費が未納の会員の方に対しましては、会費納入を
確認次第、会誌 12 号をお送りいたします。ご理解とご協力
のほど、よろしくお願いいたします。また、住所・電話番
号(FAX・E-mail）
・勤務先(所属校)などに変更がございまし

本会 Web サイト（http://www.k5.dion.ne.jp/~mkouko/）
では随時情報を募集しております。発掘調査情報、学会、
イベントなど考古学に関する情報をお寄せください。
＜連絡先＞ 柳澤和明(連絡紙代表幹事)
※個人情報につき連絡先削除

たら、下記事務局までご連絡願います。

miyagikouko@hotmail.co.jp（宮城県考古学会）

☆☆☆ 宮城県考古学会刊行物 頒布案内 ☆☆☆
会誌『宮城考古学』第 4 号・第 5 号・第 6 号頒価各 1,660
円、第 7～12 号頒価 2,660 円、価格は送料込みです。購入
を希望の方は、下記事務局あて郵便・電話・FAX 等でお申

2

