
山口大学埋蔵文化財資料館　平成 19年度常設展図録

山口大学　学宝展

開催場所：国立大学法人山口大学　埋蔵文化財資料館

開催期間：平成 19 年６月 25 日（月）～平成 19 年 10 月 12 日（金）

開館時間：午前９時～午後５時

休 館 日：土・日曜日、祝祭日、８月 13 日～８月 15 日
　　　　　　※休館日に入館ご希望の方は、事前にご連絡ください
　　　　　　　（団体のお客様に限ります）

入 館 料：無料



学宝NO.1
　名称：尖頭器
出土地：農学部連合獣医学科棟
　素材：サヌカイト
　重量：21.22ｇ
　時代：後期旧石器時代

学宝NO.2
　名称：ナイフ形石器
出土地：遺跡保存公園
　素材：メノウ
　重量：6.2ｇ
　時代：後期旧石器時代

学宝NO.3
　名称：石鏃
出土地：農学部連合獣医学科棟
　素材：メノウ
　重量：0.9ｇ
　時代：縄文時代

学宝NO.4
　名称：石匙
出土地：農学部連合獣医学科棟
　素材：サヌカイト
　重量：26.34ｇ
　時代：縄文時代

学宝NO.5
　名称：縄文土器　深鉢
出土地：農学部連合獣医学科棟
　口径：（40.0 ㎝）
　器高：不明
　時代：縄文時代晩期

学宝NO.6
　名称：縄文土器　深鉢
出土地：農学部連合獣医学科棟
　口径：（39.0 ㎝）
　器高：不明
　時代：縄文時代晩期

学宝NO.7
　名称：縄文土器　浅鉢
出土地：教育学部附属特別支援学校
　口径：（28.8 ㎝）
　器高：不明
　時代：縄文時代晩期

学宝NO.8
　名称：分銅形土製品
出土地：総合図書館
　時代：弥生時代中～後期

学宝NO.9
　名称：石包丁（いしぼうちょう）
出土地：大学本部２号館
　素材：讃岐岩質安山岩
　重量：37.0ｇ
　時代：弥生時代

学宝NO.10
　名称：石鎌（いしがま）
出土地：大学本部２号館
　素材：讃岐岩質安山岩
　重量：24.1ｇ
　時代：弥生時代

学宝NO.11
　名称：紡錘車（ぼうすいしゃ）
出土地：サッカー場
　素材：角閃石安山岩
　重量：21.22ｇ
　時代：弥生時代

学宝NO.12
　名称：ガラス小玉
出土地：グラウンド照明灯
　時代：弥生時代後期

学宝NO.15
　名称：弥生土器　壺
出土地：図書館北側循環道路
　口径：23.8 ㎝
　器高：41.9 ㎝
　時代：弥生時代中期

学宝NO.16
　名称：弥生土器　壺
出土地：図書館北側循環道路
　口径：（24.6 ㎝）
　器高：30.2 ㎝
　時代：弥生時代中期

学宝NO.13
　名称：弥生土器　甕
出土地：サッカー場
　口径：（22.3 ㎝）
　器高：不明
　時代：弥生時代前期

学宝NO.14
　名称：弥生土器　甕
出土地：遺跡保存公園
　口径：（39.5 ㎝）
　器高：42.3 ㎝
　時代：弥生時代中期

吉田キャンパス出土品



学宝NO.20
　名称：土師器　甕
出土地：大学会館
　口径：15.5 ㎝
　時代：古墳時代時代中期

学宝NO.21
　名称：土師器　坏
出土地：大学本部２号館
　口径：12.0 ㎝
　器高：5.3 ㎝
　時代：古墳時代後期

学宝NO.17・18
　名称：須恵器　坏身・坏蓋
出土地：大学本部２号館
　口径：身 11.3 ㎝　蓋 13.6 ㎝
　器高：身 5.2 ㎝　蓋 4.8 ㎝
　時代：古墳時代後期

学宝NO.19
　名称：須恵器　短頸壺
出土地：大学本部２号館
　口径：7.8 ㎝
　器高：（7.8 ㎝）
　時代：古墳時代後期

学宝NO.24
　名称：土師器　高坏
出土地：大学会館
　口径：16.1 ㎝
　器高：12.1 ㎝
　時代：古墳時代中期

学宝NO.25 ～ 29
　名称：ミニチュア土器
出土地：大学本部２号館
　口径：中央 6.0 ㎝
　器高：中央 4.8 ㎝
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.22
　名称：土師器　高坏
出土地：大学会館
　口径：16.6 ㎝
　器高：13.7 ㎝
　時代：古墳時代中期

学宝NO.23
　名称：土師器　高坏
出土地：大学会館
　口径：15.0 ㎝
　器高：11.7 ㎝
　時代：古墳時代中期

学宝NO.36
　名称：石製模造品　盾
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：86.3ｇ
　時代：古墳時代中期～後期

学宝NO.37　
　名称：石製模造品　斧
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：42.9ｇ
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.30 ～ 34
　名称：土製丸玉
出土地：大学本部２号館
最大径：上から２番目 2.2 ㎝
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.35
　名称：土製模造品　鏡
出土地：大学本部２号館
最大長：4.2 ㎝
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.41 ～ 43
　名称：石製模造品　円盤
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：左 29.2ｇ　中 5.6ｇ　右 6.2ｇ
　時代：古墳時代中期～後期

学宝NO.38
　名称：石製模造品　斧
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：27.6ｇ
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.39
　名称：石製模造品　斧
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：30.0ｇ
　時代：古墳時代中～後期

学宝NO.40
　名称：石製模造品　鏃
出土地：大学本部２号館
　石材：滑石
　重量：3.3ｇ
　時代：古墳時代中～後期



学宝NO.46
　名称：木簡
出土地：大学会館
　全長：10.0 ㎝
　時代：奈良～平安時代

学宝NO.47
　名称：木製ものさし
出土地：大学本部２号館
　全長：18.7 ㎝
　時代：奈良～平安時代

学宝NO.44
　名称：須恵器　坏蓋　墨書「官」
出土地：農学部解剖実習棟
　口径：（16.6 ㎝）
　器高：3.1 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.45
　名称：須恵器　坏身　墨書「冨」
出土地：大学会館・大学会館前庭部
　口径：（13.9 ㎝）
　器高：4.9 ㎝
　時代：平安時代

学宝NO.50
　名称：須恵器　坏身
出土地：動物医療センター
　口径：（17.3 ㎝）
　器高：5.9 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.51
　名称：須恵器　坏身
出土地：動物医療センター
　口径：（11.6 ㎝）
　器高：4.9 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.48
　名称：石製帯飾り「丸鞆」
出土地：大学会館
　石材：粘板岩
　重量：11.5ｇ
　時代：平安時代

学宝NO.49
　名称：青銅製　鉈尾
出土地：農学部解剖実習棟
　全長：3.0 ㎝
　重量：9.69ｇ
　時代：奈良時代～平安時代

学宝NO.54
　名称：須恵器　平瓶
出土地：動物医療センター
　口径：不明
　器高：（8.3 ㎝）
　時代：奈良時代

学宝NO.55　
　名称：須恵器　盤
出土地：動物医療センター
　口径：（22.5 ㎝）
　器高：4.9 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.52
　名称：須恵器　高坏
出土地：動物医療センター
　口径：14.0 ㎝
　器高：9.8 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.53
　名称：須恵器　高坏
出土地：動物医療センター
　口径：（8.8 ㎝）
　器高：8.9 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.59
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：大学会館
　口径：16.2 ㎝
　器高：2.2 ㎝
　時代：平安時代

学宝NO.56
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：動物医療センター
　口径：12.2 ㎝
　器高：4.2 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.57
　名称：須恵器　蓋
出土地：動物医療センター
　口径：10.0 ㎝
　器高：2.9 ㎝
　時代：奈良時代

学宝NO.58
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：動物医療センター
　口径：14.6 ㎝
　器高：2.9 ㎝
　時代：奈良時代



白石キャンパス出土品

学宝NO.62
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：総合図書館
　口径：（13.6 ㎝）
　器高：（1.5 ㎝）
　時代：平安時代

学宝NO.63
　名称：瓦質土器　火鉢
出土地：大学本部２号館
　口径：34.4 ㎝
　器高：31.7 ㎝
　時代：室町時代

学宝NO.60
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：総合図書館
　口径：13.3 ㎝
　器高：1.5 ㎝
　時代：平安時代

学宝NO.61
　名称：須恵器　坏蓋
出土地：大学会館
　口径：（12.2 ㎝）
　器高：1.9 ㎝
　時代：平安時代

学宝NO.64
　名称：瓦質土器　擂鉢
出土地：大学本部２号館
　口径：27.4 ㎝
　器高：10.1 ㎝
　時代：室町時代

学宝NO.65
　名称：瓦質土器　捏鉢
出土地：大学本部２号館
　口径：21.9 ㎝
　器高：不明
　時代：室町時代

学宝NO.68
　名称：土師器　片口甕
出土地：山口小学校グラウンド
　口径：19.4 ㎝
　器高：26.05 ㎝
　時代：古墳時代中期

学宝NO.69　
　名称：木製品　鍬身
出土地：山口小学校グラウンド
　全長：25.7 ㎝
　時代：古墳時代初頭

学宝NO.66
　名称：土師器　鼓形器台
出土地：山口中学校汚水配水管
　口径：（21.9 ㎝）
　器高：不明
　時代：古墳時代初頭

学宝NO.67
　名称：土師器　甕
出土地：山口小学校グラウンド
　口径：17.9 ㎝
　器高：不明
　時代：古墳時代中期

学宝NO.70
　名称：脚状木製品
出土地：山口小学校グラウンド
　口径：25.1 ㎝
　時代：古墳時代初頭

学宝NO.71
　名称：鳥形木製品
出土地：山口小学校グラウンド
　口径：19.25 ㎝
　時代：古墳時代初頭

学宝NO.72
　名称：木製品　鋤柄
出土地：動物医療センター
　全長：59.5 ㎝
　時代：古墳時代初頭
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山口盆地を南上空から望む
（中央が山口大学吉田キャンパス）
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吉田キャンパス（吉田遺跡）の位置と環境
　山口大学吉田キャンパスが所在する山口盆地は、中央部を南西に流れる椹野川によって形成された沖積平野と周囲の山地

部分で構成されており、盆地としては山口県下で最大の規模を誇ります。椹野川の周縁部には多数の遺跡が存在しており、

旧石器時代から近世まで約 80 カ所にのぼる遺跡が確認されています。

　吉田遺跡は盆地の南東縁に位置し、椹野川左岸の沖積平野と、姫山・今山から派生した丘陵上にまたがって立地しており、

吉田キャンパスの全域を含んでいます。キャンパス内での立地状況を見てみると、低丘陵地である東地区（大学本部～大学

会館～第２学生食堂～果樹園～農学部附属家畜病院）と、沖積平野である西地区（教育学部～遺跡保存公園～グラウンド）

に分けることができます。

　これまでの発掘調査により、吉田遺跡は旧石器時代から江戸時代までの複合遺跡であることが確認されています。その中

でも、弥生時代から古代にかけては椹野川左岸における中核的な集落遺跡であったものと推測されています。　

　白石遺跡は、山口盆地の北西にそびえる鴻ノ峰（標高約 340ｍ）の麓に位置しています。山口大学白石キャンパス（教育

学部附属山口中学校・小学校・幼稚園）は、この白石遺跡の中にあります。

　遺跡はの周辺には、馬具や鉄鏃、玉類など豊富な副葬品が出土した茶臼山古墳（明治時代に消滅）や、古墳時代中期から

後期にかけて築かれた白石古墳群・鴻ノ峰１号墳、弥生時代終末から古墳時代初頭と古墳時代後期の墳墓が発見された糸米

古墳群（弥生時代終末の箱式石棺１基は、現在埋蔵文化財資料館横の芝生に移築されています）などが点在しています。

　また、遺跡の近くには山口県立博物館や山口市歴史民俗資料館、山口県埋蔵文化財センターがあるため、山口の歴史を学

ぶには非常に良い環境と言えるでしょう。

白石キャンパス（白石遺跡）の位置と環境


