入場・聴講無料

2022 年 10 月 22 日 ( 土 )・23 日 ( 日 )

令和４年度考古学セミナー

あいちの考古学 2022
主催

名古屋市博物館

・ （公財）愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター

愛知県内および近隣の大学研究室・各市町村教育委員会・調査団・市民団体などが、
考古学の最新情報をお届けする発表会です。ご興味のある方は是非お越しください。
10 月 22 日（土）13 時から 16 時（12 時 30 分開場）

会場

◎シンポジウム「古代あいちの流通と交通」
(13:00〜16:00）
◎ポスターセッション (13:00〜16:00)

〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1
電 話 052-853-2655
Fax 052-853-3636
http://www.museum.city.nagoya.jp
<<交通案内>>＊公共交通機関をご利用ください。
地下鉄（桜通線）
「桜山」下車
４番出口から徒歩５分
バス 金山総合駅発 名古屋市営バス
金山14系統（桜山経由） 「博物館」下車

10 月 23 日（日）10 時から 16 時（9 時 30 分開場）
◎プレゼンテーション (10:00〜16:00）
◎ポスターセッション (10:00〜16:00)
ご予約はこちらから

各日先着 100 名

名古屋市博物館
講堂・展示説明室

事前予約制

予約期間
10 月３日（月）AM9:00〜
10 月 17 日（月）PM11:59 まで
愛知県埋文センター公式サイト (http://www.maibun.com) からも予約出来ます。

シンポジウム

＊手話通訳・要約筆記などによるサポートを
ご希望の方は、当日の２週間前までに
名古屋市博物館までお知らせください。

10 月 22 日 ( 土 )13:00〜16:00

古代あいちの流通と交通
◉基調講演

「古代の東海地方の流通と交通」

近江 俊秀（文化庁 文化財第二課 主任文化財調査官）

◉事例報告 1「集落の変遷から見た古代のあいち」

永井 邦仁（愛知県埋蔵文化財センター）

◉事例報告 2「寺院の展開から見た古代のあいち」

梶原 義実（名古屋大学）

◉事例報告 3「古代あいちにおける土師器甕の分布と流通」

尾崎 綾亮（愛知県埋蔵文化財調査センター）

◉パネルディスカッション

パネラー：近江 俊秀、永井 邦仁、梶原 義実、尾崎 綾亮
司会：河嶋 優輝（愛知県埋蔵文化財センター）

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント内容が変更・中止となる場合があります。
最新の情報は、愛知県埋蔵文化財センターのホームページをご確認ください。
＊来場時は必ずマスクをご着用ください。事情により難しい場合は、会場受付にお申し出ください。また、受付時の検温にご協力ください。

【問い合わせ先】

公益財団法人

愛知県教育・スポーツ振興財団

愛知県埋蔵文化財センター

〒498-0017
愛知県弥富市前ケ須町野方802-24
Tel. 0567-67-4163 Fax.0567-67-3054
http://www.maibun.com/
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◉基調講演「古代の東海地方の流通と交通」

近江 俊秀（文化庁文化財第二課）

◉事例報告 1「集落の変遷から見た古代のあいち」

永井 邦仁（愛知県埋蔵文化財センター）

◉事例報告 2「寺院の展開から見た古代のあいち」

梶原 義実（名古屋大学）

◉事例報告 3「古代あいちにおける土師器甕の分布と流通」

尾崎 綾亮（愛知県埋蔵文化財調査センター）

◉パネルディスカッション

パネラー：近江 俊秀、永井 邦仁、梶原 義実、尾崎 綾亮
司会：河嶋 優輝（愛知県埋蔵文化財センター）

プレゼンテーション

10 月 23 日（日）10 時から 16 時（9 時 30 分開場）
中川 永（豊橋市美術博物館）

◉古湊を介した尾張産窯業製品の遠隔流通
◉奈良県

曽我遺跡・墓ノ本遺跡土壌洗浄業務

白樫 淳（株式会社アコード）

◉馬越長火塚古墳群の発掘調査

岩原 剛（豊橋市文化財センター）

◉壬申の乱 1350 年、久留倍官衙遺跡を紹介します

大原 涼子（くるべ古代歴史館）

◉犬山城大手門枡形跡 ( 犬山市福祉会館跡地）発掘調査

中野 拳弥（犬山市教育委員会）

◉中世猿投窯の特殊品生産〜瓦を中心として〜

寺井 崇浩（愛知学院大学大学院）

◉先史時代人の行動復元 2

神取 龍生・平井 義敏・田中 良・野村 啓輔・

‒川向東貝津遺跡ではどんな石が使われた ?‒

松田莉歩・加藤 大智・飯塚 寿音（東海石器研究会）

◉愛知県新城市萩平遺跡の発掘成果

杉山 歩夢・遠矢 仁（愛知学院大学大学院）

◉東海地域の角杯と皮袋形瓶について

陳 永強（名古屋大学大学院）

ポスターセッション

◉古代の鈴鹿

国府・国分寺

10 月 22 日（土）13 時から 16 時、23 日（日）10 時から 16 時
吉田 真由美（鈴鹿市考古博物館）

◉古湊を介した尾張産窯業製品の遠隔流通

中川 永（豊橋市美術博物館）

◉奈良県

白樫 淳（株式会社アコード）

曽我遺跡・墓ノ本遺跡土壌洗浄業務

◉犬山焼調査報告―近代犬山焼の窯元について―

青木 修・佐久間 真子・井上 あゆこ・
中野 耕司・鈴木 智恵 ( 犬山焼ミュージアム）

◉壬申の乱 1350 年、久留倍官衙遺跡を紹介します

大原 涼子・大野 路彦（くるべ古代歴史館）

◉御嵩町願興寺の発掘調査

秋松 大允・浅井 飛音（名古屋大学）

◉平古１・２号墳（西尾市佐久島）の発掘調査成果

三田 敦司・浅岡 優（西尾市教育委員会）

◉尾張名古屋博物会目録に描かれた考古遺物

高尾 将矢（株式会社ノガミ）

◉安城市内の発掘調査成果

安城市埋蔵文化財センター

◉みてみよう、さわってみよう、ヒトの骨

藤田 尚（株式会社パレオ・ラボ）

◉文化財調査における新技術の紹介

山田 哲也（株式会社イビソク）

◉先史時代人の行動復元 2

神取 龍生・平井 義敏・田中 良・野村 啓輔・

‒川向東貝津遺跡ではどんな石が使われた ?‒

松田 莉歩・加藤 大智・飯塚 寿音（東海石器研究会）

◉3D モデルを用いた、遺構・遺物のデジタル実測支援について

加藤 達（株式会社 CUBIC）

◉東海地域の角杯と皮袋形瓶について

陳 永強（名古屋大学大学院）

◉伊川津貝塚・吉胡貝塚出土遺物の赤色顔料分析について

清水 俊輝（田原市教育委員会）

◉設楽町 設楽ダム事業に伴う発掘調査 2022

愛知県埋蔵文化財センター

