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山白金主g,全キャンパスI害遺郎T:¢

新入金の皆さん、山口大学入学おめでとうご5います。 ζζでひとつ、持さんに策設なお知らせがあります。

僻さんがこれからの数年llfJ勉つ’に励むことになるこの大ヴキャンパスの地下には、 ~Iま『遺跡J が埋もれています。
1111.:i市吉開キャンパスの地下には f古川辺t跡jが、宇都;t,小lf¥キャンパスの地下には r1u1:1大学医学部鱗内遺跡jが、

宇都市常総キャンパスの地下には rw，日大学T.学制倫理内遺跡Jが明1もれているのです。この他にも、山口市白石地区

（教T1乍部IIヰt』J¥幼線｜刻、山しII]、・中学校）の地下には f白石治跡Jが、光市光地区（教育学部附属光小・中学校）

の地 Fには rJll守iiI （っき業ちゃま）遺跡 ・御手洗（みたらい）遺跡j が思もれてし、ます。

つまり、？存さんは山仁l大学に入，，＇：

するヨ；E’ill＇$：も下に人;h,たので－r! 

山口大学埋蔵文化財資斜館~学べること
J!Jl般文化財資料館は、大？の地 Flこ聞もれるこれらの遺跡の制強： .研究を般当する焔設です。 ねたちは、大学内で

地下の婦削を伴うIJ日発て事などが；n・閣された場合に、遺跡の係議を第le1 的として発柑！；調査をおこなっているのです．

苦自繊調査とは、上を煽！りかえして例かを発見して終了ーとし、うものではありません。B暗殺によって得られた綴々な資料

（二，コ:riiや石総など）や情報（建物や荻の縦断；やよの月産税状洗など）を研究し、制倉J成果報告を社会にJi.；、く公開しなけ

ればnの意味での発楯i調布！は終 fしないのです。

そこで"'ilti'iでは、常設J民示として111日大学内の逃跡のi調査成果を公開しています。 具体的には、11Jn大学のどの

地域で何が発見されているのかを写真やイラストをまじえて解説し、実際、に出土した旧石総時代から江戸時代までの実物

資料の白星示をおこなっています。つまり当館では、 約3万午前から 150~手前までの人liiiの活動記録な一気にと7・ぶことが

できるのです。

今年自IG>常銭信防・－－
llLJiJt l 8年度の雄政文化財資料館1;1・設展は、『111口大午の追跡～吉開遺跡股～』というタイトルで、 4月31司｛月）

より開催します。 新人生をはじめまだ f山1」大学の遺跡Jを学んだことのない学生 ・教職釘のみ介、埋蔵文化財や

巧山学に興味をお持ちの市民の傍線、必非一度是をおill!びください。 館員一同心よりお待ちいたしております。

当P.lfで楽しく学ぶためのポイン卜は・

I実物資料（本物の土然ベJ石総など）をじっくりと鋭綴する

2 当館で学んだ後i立キャンパスを散策し、背の人々の生活風来を想像する

3 J.艮示室の寒さ絡さを気にしない。

”。．”...同・－・E・－句....

｛隙山成己）

平成18年度 山口大学1埋蔵文化財資料館常設展

山口大学の遺跡
～吉田遺跡展～

開健JI帰国立文学法人山口式学埋鼠文叱期資制館

開館j岡崎平成時宜a月3日（月）～平成18!1c9月298（車｝

傭鰐筒縄午前9防～午挫S蹄
係官官白 土 ・白調包、12製自

業体館白巴入館ご僑望申万店、．自iCご直結＜居eい．
団体の昌吉tliC限り封応いEしま竜t.

入館制 調眠脂
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吉田キャンパスの遺跡楳存.，L......園

大学，事『進路』ぬ中に立勉し乞い手電

山口大学は吉岡キャンパスをはじめ、各キャンパスは ril:l瑚；j の中に立地しています。当館は、 1978 

年（昭和53）にこれら大学キャンパス内の遺跡（唆正童文化財）を保護するために設立されました。 以後、

施設置予備などにより、遺跡が敵機される可能性がある湯合に発協調査をおこなっています。

さて、惨さんは吉悶キャンパスに遺跡の保有：地区があるのをこ’存じですか？ 吉岡キャンパスでは、第1

学生食裳（ポーノ）の南西仰！と大学会館南側iに逃跡の保存地区があり、美しい公闘として量産備されてい

ます。 今回は第1学生食堂南西側lの池跡保存公闘についてご紹介します。

第1学生食盤蔚il§IJ0遺蹄保存地区

第1学生食堂の南西側にあたるこの地区では、発掘2調書Eをおこなった結来、弥生時代から古積時代に

およぶ際穴住居跡21糠のほか、 l'iif川跡、減などが多数みつかっています。 また、集滋跡はこの地区

からさらに広がっていたことがわかっています。

この地区は時代ごとに変化する住居の規模 ・併進や集務の形惣 ・総閣などを知ることができ、学術・

4時究上とくにt',-l{(なため、遺跡の ｜てに土盛りをして保存しています。そして、5練の鐙穴住居陣容をカラー

タイルで地表に示し、河川勝には白い石を敷き、 文！~と発熔宮崎若年時の写真による説明版を設置したー磁

の野外陣物館となっています。また、遊歩道やベンチを設置しており、 昼休みには多くの学生や教職員

でにぎわう惣いの場としても利用されています。

現在、組量産文化財資料館でおこなっている平成18年度常設展 『山口大学の遺跡～さ岡遺跡展～』

では、逃跡保存公闘を発嬬翻殺したときの写真や出土した土探などの冶物を展示中です． 砕しいことを

知りたい方Iまお気軽にご来館ください！

......・穴ttei.. 

・・・・・・..・ー・．．． 
三主主

竪穴住居跡にIi書置された説明版
｛調E13号E穴住居鶴｝

｛悶畑限緩｝

僕たちのムラガ大切巴

保得されているんだねー

第1学生貧盆南西側の遣隊僚穆公園
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このヨーナーでは．多舷にわたる埋蔵文化財のIt・＂を紹舟します ． 組織文化財の師事では土を鍋晶体力も必砲です

が、;llは正他さ .I且絡さが非常に!Ti裂で、告4気のいる作業が多いのです． 今回紹合する滞』童文化財のお仕事はー

括 本山叫ん｝

妬本とは、造物の文総や文字を紙に写し取ることです。
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～復元の方法～
l新｜品lを広げ、土怨をその上に比lします。

5. ~の濃度が良さそうなら、問仙紙を貼った土品告に儲を入れて
いきます。全体に均一に織が入ったら、l盛H1l1紙を土告書bも剥がし
ます。シワを1111ばしてから、新聞紙や雑誌にはさみ殺かします。

｛柏水l,I,圭）

f、．ポ～。2同1(111紙を土おより少し大きめに切り、それで土苦言をつつみます。
襲側をメンディングテープで留めます。

3. 水で商~らせた脱II旨斜1で上から軽く押さえ？.！気を抜き、 士号2と紙
を少しずつ絶、精させていきます。

η. .,!I!う＠鉱

4 磁1目1紙が臼くなって半乾きの状態になったら、打；必の司lj備を λ 乙つ宅

します。 大タンポに織をIii!り、小タンポとよく擦り合わせ、均一 く』に「叩i
lこ小タンポに巡が移るようにします。 小タンポの擦の濃度をみる ＼κど7
ために、新聞紙などに試し打ちをします。 争 -

石 庖Tをつくってみよコ
現在稲は機械や鎌で線本から刈り取っていますが、弥生時代には石庖丁とl呼んでいる道具を使って稲の秘だけを

刈り取っていました。 そこで今回は、前回の火おこしで使った火おこし道具を利用して石庖丁をつくってみます。

①材料 ②用癒するもの ③平らになるように削る

平らな石を選ぶと即lる手間が ①eI石（k) ②磁石（小｝ 水をかけながら隊ゐ’でAllり、
t少なくてすみます． ③弓と抑 ＠仰の先につItる高松 Iii状に商事くしていきます．

-i!lを研いで刃をつけます

指に制する,lliを過すJLを1捌けます． 両面カも礼を捌けてい古ます..(';IJli) 

今岡は火おこしJ刊の道貝。を使い の孔1-;t大幅にずれてしまいねえが、
ました．械の先場に錐｛きり）状 無事貫通しました。 麻紐を過して
の石磁をつけ、 弓で!iii•転台せます〉 完成です．

（術本悼t紀）
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山口市11uea暗置輯館展示直
お11，，、合むせ先

山Uri，雌史上t俗資料館
〒753-0073

山口市＃日町5I 
Tel 083-924-7001 

J, 、宮司島均の4専~昔i$4-1ト νot.4

山口市歴史民俗資料館
山口市歴史民俗資料館は、山口県庁の南西側、 l道道9号に面した場所に

依鍛します。 市内の小学校の歴史学切には欠か・tl.:ないき語jヲ？となっており、

入館者は年II月約5000人を数えます。

展示室1立、 『灯りJをテーマiこした民共、市内出土の考古資料、大内氏

｜剣i車遺跡、企画展示の各スペースに分かれています。 J号市資料コーナー

では、 ~際に遺跡から出土した、]rt物が時代目，，に並べられており、治師事分布図

や大内氏側iii!町並遺跡の土腐の鍛lぎl&り~示がされているなど、遺跡をより

身近に感じることができる；＞；＇.，： Iii！になっています。

大谷~~118館長に、 展示内総についてお話合うかがいました。
｛質問｝腐ポをお二両う I：で司繋視されているニとは仰ですか？

大谷 『身辺Eなテーマ.：.泌＇＂するニとが使命だと考えてい草す． 地峻の·~世や文化を紹介し、あまり

知られていないような山Uの限史を雌認できる桝不をおこなっていきたいです.J 

(ff Pill釘糾成耳、でit恕されていることはありますか。

大谷 r，昆糸物を1萌めないために照明を，~Jくしているので． 腐示,iは多'J>略的になってb、ますが、

その中でも説明パキルなどが読みやすいように文ヲはできるだけ止さくしてい主す．今後は、

よ内氏節目祖i尤綴型など、縦覧イ置がイメージしやすい展示物音増やしていきたいです.J 

山口市歴史民俗資料館では、4月231・1 ( 1:1）まで『花鳥商脱』が開催

されており、 その後は4月25日（火）から6月25日（日） まで『機かしい

1L1日の田H立み展（仮称）』が開催されます。今年度はこ0刈也iこも様々な企画

1民示が予定されているそうです。 今後の動向にも是非ご注目くださb、！

(,(j本抗告紀｝
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亭 j宮泳三え代見ctj奇科,t；；の正毒事長

3/1 （水｝～3/31（金）
展示勝えのため休館．

3/24 （金）
第 ltill学術情報機構哩磁文化財特別展
『あしもとの遺跡νPーズ1古代的背IU迎跡』（於 山口大学総合向：＇l館｝終7,
来年度も新たなl品，，，をIrう予定です．総合同書館に人官官される方は佐非ご覧くださし、．

一一一 一 一一。i品 集 ・ 発 行

山n大守＇l.!l！版文化財資料館
干753-8511 山口県山口市古即時？？”l

Tel/Fax 083-933-5035 

ト剛iI yuam(!yamaguchi • u ac. jp 持行旬月 B 2006. 3. 31. 

一一一一一－・－e 甲幽

テスト前に富萄届苦燃心に恨置する山口火学車

1/5 （氷｝～26（本）
占1111,1'/内教が総合研’先センター｛吉間i立跡｝でな会調貨を：u施．
1/6 (Jl>.) 
阪’，，fff11；／，ルキLセンター線｛山口大学l礎学却情内追跡）で立会訓：／；：を実施．

2/ 8 (A<）・9（木｝
,:rill f/11内教が総合研究センタ『（吉田遺跡｝で司会制貨を'Ji縫．
2/17 （金｝
光情内｛御手洗遺跡 ・月仲山遺跡）で立会訓在を築地．
2/17 （金｝
工学i咽ぶfl(!（山口大学工学郎梢内遺跡｝で立会3却をを尖腫i,
2/20 (Jj）～2/27 (}j) 

古田f店内般学郎実験動物総設｛』刊i1l跡｝で立会調査を;Ii姥．
2/25 （金）
第 21lel企制廃 『肯偵のt俺界～illu燃の市績を撚る』鈴7.人総省総激1514',. 
多数のご楽観ありがとうごさい主した．来年度の企踊IJ!iもよろしくお願いします．
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