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くラ 展示品目録《ろ

NO. 資料名 遺跡名 選4書名 時期 所蔵機関

1銅製裕!fl'りf巡方j 周防凶J脅紛第23次調査区 第108号不明it！車 奈良時代 限j潟市教育書店員会

2 石製帯Mrりf巡方l 周防悶府E!lin'!78次調査1K tl'.¥52お号土器産 平安時代 紡府市教育祭員会

3 円而硯 m防悶府1Jlim2&次精査区 tl'.¥l09号不明it持 奈良時代 防府市教ti'~島民会

4 内面続 周紡悶J奇跡第28次総盗区 第109号不明遺構 奈良時代 防府市教育役員会

5 須l!i.線旅身転用瑛 周防国府隊第28次総護区 ffi109号不明遺構 奈良時代 防府市教膏委員会

6須！｛質土烏 周防国府隊第23次澗重E区 ~H08号不明Jti時 奈良～平安防府市教脊委員会

7 土師質土潟 j司防国府隊第23次飼益区 第108号不明遁泌 来良～平安防府市教育!1:11司会

8 人面扱1!f.f.i j司防国府M;j高i次翻在区 ii!関衡街E草地区 奈良時代？ 防府市教脊役員会

9軒丸瓦 j司防国府!y;第：23次調家jg: 111108号不明遺脱 平安時代 防府市教脊役員会

10制：丸瓦 周防国府跡第：23i;.:翻護区 第108号不明遺憾 平安時代 防府市教育告書員会

11事F平瓦 周防関1時f章第：23次調重E区 第127号井戸 奈良時代 防府市教育委員会

12 車下平瓦 j司防閏｝荷f章第23次潟護区 費D,Iii 平安時代 防府市教育委員会

13須恵総跨身 周防鴎府fflt事S品次絢査区 第l&l号機 奈良l時代 防府市数育委員会

14須怠総杯訟 周防箇｝野跡第86次絢奈区 書ll&l号満 奈良l時代 防府市教脊委員会

lS土師w荷主f 周防国府F古mあ次官司護区 ffil&l号機 奈良｜時代 防府市教奇書告員会

16須l!l総均4身 Mill雪『寺jワ 周防関府2/f.ffi86次開査区 第l&l号潜 奈良l時代 防府市教管委員会

17土師総皿 周防関府総第22次測奈区 第1410号土1瞬 平安時代 防府市主主脊書店員会

l8土郎総長手 周防関J告E章第26次鶴来区 井戸 平安｜時代 隣府市教育役員会

19糊駒銭前 潟防淘｝奇跡第26次調盗区 包合加 平安時代 防鷹市教脊曇員会

20黒色土f,IA類 Sil 期防閥｝奇跡第26次fl星E区 m103号土横目E 平安時代 防府市教育：蚤員会

21黒色土総B類 ilil 周防悶府跡1再78次調査区 ms銘O号土~ 平安時代 紡，新H教育祭E司会

22須草t舗rif身 &H替f悶防j 周防悶｝骨E書留！45次澗重量区 第26お号井戸 平安時代 防府布教育祭釘会

23須恋務綜身 ＊悶9号熊 飛鳥時代 防府布教育委員会

24須I!{穏折、遊 求問9号~ 飛鳥時代 防府市教育委t司会

25 須l!｛総~ 来図2号自民 4詩良時代 防府市教育委員会

26 ml!!.質土~ 求問2号黛 奈良時代 防府市教育祭員会

27須恵鰭瓶子 l淘！書跡i揮 百谷1号話連 平安時代 小師llfJ教育委員会

28須ltl綴碗 担車線量事i罪 百谷l号黛 平安時代 小百t『rin:脊役員会

29須llr務遂 肉自控除i界 百谷l号話連 平安時代 小都宮I教脊~員会

30 （財） ill口県I埋蔵

5須息苦t~ii!i 赤i且遺跡（A地区｝ 第24号鍬立柱建物 平安時代 文化財セン宇一

36 （以下県俊文）

37須恵務停身 赤i阜遺跡（A地区） 第10号ピyト 平安時代 県想文

38須恵総 J:fi長 赤迫遺跡（A地区） f再ゆ号ピット 平安l時代 J県槻文



NO. 資料名 遺跡名 遺機名 時期 所属E機繍

39 

1六品Ii式軍基縫土紛 ii<迫遺跡（AJ由区） Jll24号揃立材必物 平安時代 l県製文

42 

43須:¥t!#f.Jif身 赤苦手遺跡 包含周 奈良時代 i県鹿文

44須窓詰EJif叢 赤委員ii事 包含胞 奈良時代 l県隆文

45 ~提迄土~ 品主事F遺跡 包含旭 不明 l展縫文

46六述式製程土鶴 赤妥遺跡 包含熔 奈良～平安県鹿文

47六述式製荷主土務 赤姿遺跡 包含恩 家良～平安県草E文

48総勅陶総底郁片 赤姿遺跡 不明 平安時代 保理文

49土防総阻 周防鈍銭責rn事 Jti)p13.相穴 平安時代 LIJ口市教育者H司会

50土防総 .of 周防車者銭官j跡 H10cl4井戸 平安｜時代 山口市教育委員会

51土1liji総碗 周防tli銭司磁： HlO井戸とその周辺 平安t時代 111に1ll'i敏脊委員会

52線粕陶器防 周紛童書銭司隊t 110p13.柱穴 平安時代 山口市教脊重量員会

53 ，也；lffml系静磁碗 周紡鈴銭司防： Hl0a15床土胞 平安時代 山口市教脊袋員会

54 穿i主主器 Iii! 周防鈎銭司蹴： 012主主穴 平安時代 ,1，口市教脊委員会

ss m色主総A類碗 周防鋭銭司~ 11伽3柱穴 平安時代 山口市教育袋員会

56 

I i韓羽口 燭妨鈎銭司!ill・ 不明 平安時代 山口市教宵委員会

58 

59指摘 周防鋳銭前跡 不明 平安時代 山口市教育役員会

ω銅I宰 /IHJ;童書銭奇跡 不明 平安時代 山口市教命議員会

61石製修飾り I巡方J 下糸線連！!Iii 包合m 平安時代 山口市教務委員会

62土l輝総主事 録轡 fJ巨－－家J 八ヶ坪遺跡 涜路l 平安時代 山口市教務委員会

63木製品人形 八ヶ崎遺跡 洗Fill 平安時代 山口市教務者島民会

64木製品人形 八ヶ珂E遺跡 im路l 平安時代 山口市教育袋員会

65木製品斎tll 八ヶ即遺跡 S革路l 平安時代 山口市教育会員会

66 持i主主総~ mt.If f官j 吉田遺跡五護学郵解約実習練 河川l 奈良～平安政店主文化財資料館

67宰｛週I務停鍛ilfr ll{J 沓fll遺跡大学会館・前庭部 包会届 平安純代 嶋緩文化財資事事館

68 

1 緑勅陶~片 書簡遺跡J礎学僻解官。実習練 i可JII I・岩井：I：ほか 議良～平安組員E文化財資料館

77 

78 

5六迎式製Jli:土探 者側巡~~学部解約!I!智線 河川li・包合服ほか奈良～平安峻滋文化財資料館

108 



NO. 資料名 遺跡名 遺構名 時期 所蔵機関

109木簡 吉田遺跡大学会館 包含庖 奈良～平安埋店主文化財資料館

110ものさし 吉岡遺跡大学会館 包合緩 著書良～平安 埋綴文化財資料館

111石製移飾り「丸級j 吉岡遺跡大学会館 包合庖 平安l時代 煙草E文化財資料館

112門前磁 吉岡遺跡大学会館 包含府 奈良～平安思議文化財資料館

113円面硯 吉閲遺跡疫学部バイt環境豊富備施設第2庖 奈良～平安埋蔵文化財資料館

114内面硬 吉岡遺跡総合研究棟 前川 奈良～平安混成文化財資料館

115紛羽口 吉田遺跡農学部解例実習練 河川11・第l号土績奈良～平安鹿蔵文化財資料館

116 干持金具『鈴属j 吉岡遺跡農学部解剖実習練 河川I! 奈良～平安懲蔵文化財資斜館

117銅鉱石 吉田遺跡農学部解例実習練 包合府 奈良～平安媛滋文化財資料館

ノグ脅へ~言、九7

埋蔵文化財資料館ヘょっこそII 

当館の企画展老、今回で20回目をむff：？，を表レ定。今年

16、当館設立25周年の年でちあります。 この25年の問、

我々 16山口大学キや〉パス内の遺跡の発掘調査l己全力を介

抱むけて参1,｝ ~l.Jtc。その結果、徐々！己で16ありますfl..昔

の人々 の生活や社会構造、古環境の復元！と近づいています。

今回の企画展のテーマ16、 「古代の周防国」 です。各自

治体や埋蔵文化財調査機関のご協力のmttげで、古代の様

ち々貴重詰資料を公開す3ごとtt出来まじだ。

どっぞゆっくりとご観覧ください


