
 

令和３年度宮城県遺跡調査成果発表会を以下の日程で

開催しますので、感染症対策の上、皆様御参集ください。 

 

日時 令和3 年 12 月 11 日（土） 10:20～15:35 

会場 涌谷町公民館交流ホール（涌谷町字下道 69-1） 

主催 宮城県考古学会 

共催 宮城県教育委員会、 涌谷町教育委員会、宮城県史 

跡整備市町村協議会（予定） 

〔受付開始〕9:30 

〔開催行事〕10:20～10：30 〇開会宣言 〇主催者あいさつ 

  ○涌谷町教育委員会教育長あいさつ 

〔発表〕 ８件 

１ 10：30～10：55  高江遺跡（仙台市教委） 

２ 10：55～11：20  合戦原古墳群（東北学院大学辻ゼミ） 

３ 11：20～11：45  郡山遺跡・陸奥国分寺跡（仙台市教委） 

昼休憩・遺物展示 

４ 13：00～13：25  多賀城跡（多賀城跡調査研究所） 

５ 13：25～13：50  羽黒前遺跡（利府町教委） 

６ 13：50～14：15  原遺跡（岩沼市教委） 

休憩・遺物展示 

７ 14：40～15：05  南北原遺跡、西岡遺跡（加美町教委） 

８ 15：05～15：30  源光遺跡（栗原市教委） 

〔閉会行事〕 15：30～15：35 〇閉会あいさつ 〇閉会宣言 

〔資料発表〕  12件 

１ 中沢遺跡（石巻市教委） ２ 山田上ノ台遺跡（仙台市教

委） ３ かめ塚古墳、かめ塚西遺跡（岩沼市教委） ４ 赤

井官衙遺跡（東松島市教委） ５ 大吉山窯跡群（多賀城跡

調査研究所・大崎市教委） ６ 長根窯跡群（涌谷町教委） 

７ 彦右衛門橋窯跡群（宮城県教委） ８ 後沢道南遺跡（宮

城県教委） ９ 穴田東窯跡（仙台市教委） 10 東洞明田遺

跡（柴田町教委） 11 仙台城跡（仙台市教委） 12 令和 3

年度の震災復興事業に伴う埋蔵文化財調査について（宮城

県教委） 

〔遺物展示〕6件予定しています。 

［諸連絡］ 

・会場のガイドラインにより定員は先着80名といたします。 

・新型コロナ感染対策のため、体調のすぐれない方、風邪 

等の諸症状が出た方は参加をお控えください。 

・会場ではマスク着用のご協力をお願いいたします。 

 

・会場入り口などにアルコール消毒液を設置いたしますの

で、適切にご活用下さい。 

以上、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、

新型コロナ感染状況によっては中止の可能性もあります。 

○JRをご利用の場合、涌谷駅はSuicaのご利用ができませ

んのでご注意ください。 

〔事前連絡先〕宮城県考古学会 企画幹事会 安達訓仁 

E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会） 

2022 年度宮城県考古学会総会・研究発表会は 2022 年 5

月 14 日（土）に石巻市内で開催予定です。 

研究発表会での会員の皆様の研究発表とポスターセッショ

ンについて募集いたします。発表希望者は2022年2月末日ま

で下記まで申し込みください。 

〔連絡先〕 宮城県考古学会 企画幹事会 安達訓仁 

E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会） 

【東北歴史博物館】 

●テーマ展示「宮城県の土師器-土器から見る生活の変化-」 

  ［会 期］   ～12月５日（日） 

●テーマ展示「中世のうつわ-宮城県出土資料から-」 

  ［会 期］   2022年１月5日（火）～7月3日（日） 

●館長講座 

阿子島香館長が、「東北グローバル考古学－宮城の先史を 

再発見－」をテーマに、ふるさと東北の遺跡を取り上げながら、

世界各地のさまざまな文化と比較し、人類史の中での意義を

探っていきます。 

第７回 １１月２７日（土） 「地球温暖化の中で」 

第８回  １月２２日（土） 「縄文への道」 

※新型コロナウィルス感染症の影響により，予定が一部 

変更されています。 

時 間：１３：３０～１５：００ 

場 所：東北歴史博物館3F講堂 

定 員：各回145名（事前申込み制、先着順） 

費 用：無料 

【地底の森ミュージアム】 

●第 98回企画展「発掘！食の百貨店」 

遺跡からみつかった資料を中心に、山・原・川・海からさま 

ざまな食材を得て暮らしてきた、私たちの祖先の食生活をご
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紹介します。 

会期：10月29日（金）～12月19日（日） 

会場：地底の森ミュージアム 企画展示室 

【名取市歴史民俗資料館】 

●第６回企画展「名取熊野三社と周辺の歴史文化遺産２ー中

世後半～近世ー」 

名取熊野三社の中世後半から近世にかけての様子、周辺

の環境について紹介します。熊野神社などの文化財や、熊野

堂大館跡の出土品も展示します。 

会期：10月10日（日）～12月26日（日） 

【多賀城市埋蔵文化財調査センター】 

●令和3年度企画展「多賀城への道-地域を繋ぐ、人と交通の

古代史-」 

 会期：令和3年10月1日（金）～令和3年12月19日（日） 

 会場：埋蔵文化財調査センター2階展示室（文化センター内） 

 

【石巻市博物館】 

11 月 3 日（水）にオープン。「大河と海」をテーマに、歴史文

化展示室や毛利コレクション展示室等で石巻地域の歴史・文

化を発信していきます。 

●開館記念企画展「文化財レスキュー 救出された美術作品

の現在（いま）」 

石巻文化センターで被災した美術作品は、「文化財レスキュ

ー事業」によって救出され、全国の美術館で応急処置・修復・

保管がなされました。その活動は現在も継続されています。 

本展では、全国美術館会議の会員各館で行われてきた「文

化財レスキュー」の活動を紹介するとともに、救出された美術

作品のコレクションを一堂に展示することで、石巻市博物館が

継承したコレクションの特色を再確認し、その魅力を広く発信

していきます。 

会期 令和3年11月3日（水）～令和4年2月27日（日） 

休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始 

（12月28日から 1月4日まで） 

会場 石巻市博物館 企画展示室 

観覧料 一般 500 円/ 高校生 300 円/ 小中学生 150 円 

（20名以上の団体は 2割引） 

【宮城県考古学会阿武隈水系研究会】 

●第 12回研究会（共催：あずま街道探訪会） 

【日時】12月26日（日）12時20分～ 

【場所】白石市中央公民館大ホール（白石市寺屋敷前25-6） 

     JR白石駅から徒歩5分、電話：0224-26-2453 

【募集】先着100 名（どなたでも・要申込） 

【参加費】500円(会場費・資料代) 

【申込先】相原 淳一（090-2368-9071、siogama7(a)gmail.com)、 

      佐藤 充（090-5593-9025、hageyama(a)dream.jp）まで 

       ※(a)を@に置き換えて下さい。 

【プログラム】 

①縄文早期前葉日計式土器の年代と広域編年における課題

―宮城県白石市松田遺跡のAMS 年代測定から― 

12時30分～  東北歴史博物館 相原 淳一 

②縄文中期末葉から後期初頭土器の変遷と三十稲場式土器

について―宮城県柴田町台遺跡から― 

12時55分～  元仙台市歴史民俗資料館長 土岐山 武 

③宮城県白石市小原産玉髄の産状とその利用―宮城県蔵王

町大久保遺跡（縄文後期）の事例― 

13時20分～  蔵王町教育委員会 鈴木 雅 

④福島県国見町の史跡「阿津賀志山防塁」について―文治五

年奥州合戦の実証遺跡― 

13時45分～  国見町企画調整課 安田 稔 

⑤宮城県白石市大平鉢森山伝承の館跡について 

14時10分～  あずま街道探訪会 佐藤 充 

⑥刈田郡湯原城跡 

 14時35分～  東北福祉大学名誉教授 吉井 宏 

 ―――休憩―――  15時～15時10分 

⑦『新版 片倉家中「小関家」文書』―片倉家中中級武士の知

行受給― 

15時10分～  白石古文書の会 立田 基生 

⑧大正 11 年の宮小学校と小野さつき訓導の授業―小野さつ

き訓導遺徳顕彰館所蔵資料から― 

15時35分～  蔵王町教育委員会 佐藤 洋一 

⑨風船爆弾になった和紙 ―福島県上川崎産和紙― 

16時00分～  和紙の里 紙漉き小屋の会 

（福島県二本松市） 安斎 克仁 

⑩ 震災復興の 10 年 ―宮城県山元町から― 

16時25分～  山元町震災復興 土曜日の会 田代 侃 

講 評  東北大学名誉教授 阿子島 香 

※懇親会について、今回は行いません。 

※密を避け、新型コロナ感染対策を充分に施します。とくに宮

城県内の対応状況ならびに推移に応じ、全日程の中止等を含

め、開催直前であっても急遽変更となる場合があります。 

【重要】第24号（2022年 5月発行予定）への投稿について 

会誌『宮城考古学』第 24 号について、投稿希望を多数いた

だきましたので、間もなく募集を締め切らせていただきます。

今後の応募については、25 号への掲載をお願いする可能性

がありますので、ご了承ください。 

＜連絡先＞初鹿野 博之（会誌代表幹事） 

E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会） 

会費は一般会員が4,000円、学生会員が1,000円、夫婦会員

が 5,000円です。未納の方は、お早めにお支払い下さい。 

 考古学に関する情報や寄稿、会員通信等をお寄せ下さい。 

また、ご意見ご要望もお待ちしております。 

 本会 Web サイト（http：//www.m-kouko.net/）では、本会連絡

紙のほか、お寄せいただいた情報を随時掲載いたしておりま

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＞ 鈴木 啓司（連絡紙代表幹事） 

 E-mail：info@m-kouko.net（宮城県考古学会） 

会誌 『宮城考古学』 について 

会費の納入をお願いいたします 

情報・寄稿などをお寄せ下さい！！ 


