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発掘トピックス 富衛関連施設か？ 埋没谷と遺構群を確認

（吉田遺跡）実習棟（動物病理解剖施設）新営その他工事に伴う予備発掘調査

吉田キャンパス総合研究棟南側敷地に共同獣医学部動物病理解剖実習棟が建設されることとなり、建設予定地

のうち建屋本体部分および南側アプローチ部分を対象に予備発掘調査を行いました（調査期間：平成28年7月20日
～10月19日、調査面積： 420rri）。この周辺では、過去に発掘調査が行われており、埋没谷、古代の総柱掘立柱

建物跡などの遺構が検出され、古代を中心とする多数の遺物が出土しています。また、平成27年度には国内5例目

となる音義（おんぎ）木簡が出土しました（本紙7頁参照）。そのため今回の調査区周辺は、吉田遺跡の中でも特に

注意が必要な地点となっています。

埋没谷の東側では複数の遺構が確認され、このうち北区東端では掘立柱建物の柱穴と思われるピットが検出

されました。周辺の状況から、これらの遺構は解剖実習棟の調査で検出された古代の掘立柱建物群の一角をなす

ものとみられます。埋没谷からは、過去の調査でも見つかっていた円面硯（えんめんけん）の破片が出土しており、

当地点が官街（かんが）的性格をもっていたことを示していると考えられます。上流側では音義木簡をはじめと

する木製品が多量に出土した場所がありますが、それとは対象的に、今回の調査地点からは木製品の出土はわずか

でした。特定の場所で木製品の加工や廃棄が行われていたことがうかがえます。このほか、性格・時期不明の大型

遺構が検出されました。北区の西側でも複数の遺構が確認されました。現在、調査区の南西に道路が通っています

が、これは後に切り通されたものらしく、調査区内で地山が南西方向に高くなっていくので、本来は緩斜面を形成

していたと考えられます。牧草地では中世の集落跡が見つかっていますので、埋没谷西側の遺構群の時期・性格

については今後の課題となりそうです。

今回は、これまでの調査で確認されてきた吉田遺跡の官街的性格を追認することとなり、その西側の範囲が明確

となりました。調査区の北東側には、まだ多数の貴重な遺構・遺物の存在が予想されます。 （川島尚宗）

図 1調査区の位置（赤い網掛部分） 図2吉田満内キャンパスマップ

写真1北区東側完掘状況（白線が谷の肩部） 写真2北区東側大型土坑完掘状況（南東より）



里示トピックス 「大学らし川展示に割胎

①第4固山口大学所蔵学術資産継承事業成果展

『宝山の一角』を共催にて開催
毎年の恒例行事となりましたが、平成27年度末より全学委員会「山口

大学学術資産継承事業委員会J主催、当館共催にて事業成果展を開催

しました（写真3・4）。展示は前期・後期の2部構成で、前期展は山口

商工会議所主催「山口お宝展」への参加企画も兼ね、平成28年2月27日

（土）から4月22日（金）まで、後期展は5月9日（月）から7月1日（金）

までの会期で開催されました。

当館は共催館として展示会場の管理を行うとともに、前期展にて平成

27年度に館蔵品調査を実施した潮待貝塚（山口県下関市所在）出土資料

を出展しました。

考古資料以外では、明治維新期の鉱山開発関連資料（理学部）、日本の

金鉱石標本（工学部）、アナグマやタヌキなどの交連骨格標本（共同獣医

学部）、背負梯子などの民俗資料（農学部）、河井寛次郎作品や明治期の

九谷焼など商品資料（経済学部）など、多分野の資料で賑わいました。

専門以外の資料を展示する際には、事前に資料に関する情報をできる

限り集めておきますが、しょせん門外漢。観覧者からの想定外の質問に

目を白黒させることも多々あります。そのような事態を逆に楽しむよう

に心がけ、会期を乗り切るようにしています。

前期展では551名、後期展では509名、総数1,060名もの方々に観覧

いただきました。会期中、本学構内遺跡出土品を公開することができなく

なるという不都合もありますが、学内連携をより強化すべく、今後も

取り組みを続ける所存です。

②第 37回企画展

『水が残した物質文化～構内遺跡出土の木製品～』を開催
当館は、これまで「土器」を主体とする展示を開催してきました。これ

は、遺跡の出土品としては土器が量的に豊富であることや、短期間で

形態を変化させることから、時の移り変わりを可視化させやすい、など

の理由によります。

その一方で、特に本学吉田キャンパス（吉田遺跡）は、東から南を山に

固まれ、丘陵地と平地部にまたがり立地することから、埋没谷や埋没河川

が数多く存在しており、木製品が残りやすい環境にあります。実はこの

10年ばかりの聞に、数百点もの木製品が出土しているのです。そこで

今年度の企画展では、弥生時代から室町時代までの木製品を集中的に

公開することにしました（会期： 7月25日（月）～10月 14日（金））。

展示では、近年吉田キャンパスから出土した弥生時代の竹製網代編み

製品や、吉田キャンパス南東部に存在する古代の埋没谷から、平成 18年

度以降継続的に出土している多量の木製品（掘立柱建物の柱根、抗、斧柄、

割物、曲物、火付け木など）など45点もの木製品を公開しました。

同時に、これらの展示品が保存処理を終えて安定した状態に保たれて

いる一方で、処理待ちの木製品が水漬け状態で保管されていることや、

予算の問題で「年間処理数」く「年間出土数」となっていること、処理待ち

木製品がすでに約400点存在していること、資料の劣化が進行している

ことなど、包み隠さず事実を公開しました。

400点。年間 20点処理しても 20年が必要。 20年…筆者退職です。

当館の保存処理予算を増加させつつ埋没谷や埋没河川上での開発を

避けるなどの対応が必要なのではないでしょうか！…誰に問いかけてる

のか分かりませんが、地下水脈のおかげで残された貴重な物質文化を

台無しにしたくないですよね。お金では買えないものです。

写真3第4回『宝山の一角』前期展の模様
2月27日撮影

写真4第4回『宝山の一角』
後期展ミユージアムトークの模援

6月4日撮影

写真5第37固企画展
『水tJ残した物質文化～構内遺跡出土の木製品～』

10月11日撮影

写真6第37固企画展
『水ガ残し左物質文化～構内遺跡出土の木製晶～』

10月11目揖影



③平成28年度山口県大学ML連携特別展

『学びはぐくむ～モノから学ぶ歴史教科書～』を開催
参加館が共通テーマに沿って各大学や館の特性を生かした学術資料

または研究成果の展示を開催するという現行体制での4年目を迎えた

山口県大学ML（ミュージアム・ライブラリー）連携特別展。今年度の

共通テーマは「はぐくむ」に決定されました。

本学からは、当館と総合図書館、医学部図書館、工学部図書館の4館

が参加をしていますが、毎年本学共通の展示タイトルを定めています。

今年度は「学びはぐくむJが共通タイトルとなったことを受け、歴史

教科書を素材とする企画を実施することになりました。

現在、日本の学制は6・3・3・4制を採用しています。日本の歴史

については、初等教育の末年である小学6年生から学び始め、前期中等

教育をおこなう中学校でやや詳細に学ぶものの、後期中等教育をおこ

なう高等学校では必履修科目中の選択科目となるため、全ての高校生が

学ぶ科目とはなっていません。極めて限られた期間で悠久の人類史を

学ばなくてはならないため、初・中等教育ではどうしても「日本史＝

教科書の暗記」になりがちです。

展示では、考古学の研究成果が大きく反映する先史時代から古代に

かけての現行歴史教科書（小・中学校、高等学校）の記述を確認すると

ともに、吉田遺跡から出土した遺物を用いて教科書記述の検証をおこな

いました。具体的には「教科書記述の根拠となる実物資料」「実物資料

から見た教科書記述への疑問」「教科書記述から実物資料が識別可能か」

という視点から展示を構築しました。

平成28年 10月29日（土）から平成29年 1月31日（火）の会期中、

561名もの方々に見学いただきました。観覧者からは「大学らしい展示

で楽しかった」「普通の博物館では踏み込めないテーマだったJなどの声

が数多く寄せられました。特に「中等教育の日本史学習で本当に縄文

土器と弥生土器が見分けられるか」というコーナーは好評で、「見分け

られない」ことに驚く姿が印象的でした。

また、展示では古代の学習帳とも言うべき「千宇文音義木簡 （7頁

参照）」の初公開もおこないました。それにあわせ、 10月30日（日）に

開催された姫山祭（吉田キャンパス大学祭）にて、復元した円面硯で

墨を擦り、木板に文字を書く「木簡ワークショップ」と、古代の墨づくり

(6頁参照）の実演をおこないました。

平成29年度の山口県大学ML連携特別展は、山口県立山口博物館

にて参加館による合同展示が開催される予定となっています。久しぶり

の出張展示となりますが、 1つの展示ケースでどこまで当館らしさが

表現できるか挑戦したいと思います。

④第5固山口大学学術資産継承事業成果展

『宝山の一角』を共催にて開催中！
あれよあれよという聞に 1年は過ぎ、現在第5回山口大学学術資産

継承事業成果展「宝山の一角Jを開催しています。前期展は平成29年

2月25日（土）から4月21日（金）、後期展は5月8日（月）から 6月

30日（金）までの開催です。

当館は、平成28年度をもって出土資料再調査を終了した見島ジーコ

ンボ古墳群西部域出土品（4頁参照）を前期展に出展しています。

当館には、山口県内の主要遺跡から出土した資料が数多く収蔵されて

いますが、これらの資料に対する「学術資産継承事業」はひとまずお休み

となります。現在当館が抱えている 「多量の木製品水漬け保管問題（前頁

参照）」解決の見通しが立った段階で、再度県内主要遺跡出土品の整理

事業を再開したいと考えています。 （横山成己）

写真9平成28年度山口県大学ML連携特別展

「木簡フークショップ」 の模様
10月30日（目）鑓影

写真10考古資料ワーキンググループ前期展示
見島ジーコツポ古蹟群出土資料 （当館所蔵）

2月27日（土）鍾影



活動トピックス おわったこととつづけることとはじめること

①見島ジーコンボ古墳群西部域出土資料再調査

7年がかりでついに終了！
平成 22年度より開始した国指定史跡「見島ジーコンボ古墳群」西部

域出土品の再調査が、 7年の歳月を経てようやく終了しました。

見島ジーコンボ古墳群は、山口県萩市から北北西に約45km離れた

日本海中に浮かぶ孤島「見島」に所在する、およそ 200基からなる古代

の墳墓群です。遺跡の発見は古く大正 12年 (1923）に『考古学雑誌』に

紹介されています。その後、昭和 35年 (1960）から 3ヶ年にわたり、

山口県教育委員会と萩市教育委員会の合同調査が実施されましたが、

主として本学教員と学生が発掘調査に従事したことから、昭和 35年の

出土品は本学に、昭和 36年の出土品は萩市と本学に、昭和 37年の出土

品は萩市に保管されることとなったようです。当時の調査成果は、昭和

39年（1964）に刊行された『見島総合学術調査報告』におさめられました

が、十分な資料整理期間が取れなかったからか、資料の公開は極一部に

限られました。

調査から半世紀が過ぎてしまいましたが、平成 22年度より継続的に

本学と萩博物館に所蔵される資料の悉皆調査をおこなうこととなり、

今年度で古墳群西部域（昭和 35・36年度調査分）の資料再調査を終了

しました。実に7年もの問、毎年2～3週間ほど萩博物館にこもり調査

を続けていましたが、萩博物館スタッフの方々、そして萩博物館レスト

ランの皆様には大変お世話になりました。記して感謝の意を表します。

調査成果については、当館刊行の『館蔵品調査研究報告書』 1～6号

にて公開しています。最寄りの図書館または当館webの「刊行物」

(http://yuam品 iyam砲 uchi-u瓜 .jp/Shiryo叫回n.home/ka叫m山崎u

html)にてご確認下さい。

②山口県立山口博物館との連携事業『遺跡ウオークラリー』

を開催しました
当館は、平成 27年（2016)6月24日に山口県立山口博物館と連携

協力協定を締結しました。昨年度はその第一歩として企画展『半世紀

の遺跡調査から読み解く 先史・古代の平川』を当館にて開催し、関連

して『山口市平川地区の遺跡探訪』を実施しました。

その後、両館で平成28年度以降の事業を協議したところ、「国と県の

施設が連携するのであれば、より広域に活動の場を広げるべきJとの

意見で一致したことから、平成 28年度は山口県田布施町にて『遺跡

ウオークラリー』（共催：田布施町教育委員会）を開催することになりました。

田布施町には、 当県最初期の古墳である国森古墳をはじめ、当県最大

写真11萩博物館での調査風景
2015年11月11日銀影

写真12遺跡地での調査風景
2013年7月24日撮影

規模の横穴式石室をもっ後井古墳群などが存在します。現在でこそ 写真13遺跡ウオークラリー
士館展示解説の模様

のどかな田園風景が広がっていますが、古墳時代には周辺域を束ねる 10月8日撮影

豪族が居を構えた地域です。数時間では回りきれないほど遺跡が密集することから、今回は町域の西半部を中心

に見学することになりました。 10月8日（土）に開催したウオークラリーのスケジュールは以下の通りです。

13時 00分田布施町郷土館展示見学

13時 55分国森古墳 → 14時 20分石走山古墳群 → 14時 50分後井古墳群

→ 15時 15分稲荷山古墳群→ 15時40分御蔵戸きつねびら古墳→ 15時 55分田布施町郷土館

約3時聞かけてゆっくりと遺跡を探訪する予定でしたが…前線をともなった低気圧の急接近により、夕刻

から豪雨との予報。急速スケジュールを 1時間短縮することになり、 17名の参加者とともに急ぎ足で遺跡を

巡ることになりました。

古墳時代、柳井湾から平生湾にかけては古柳井（熊毛）水道が存在し、室津（熊毛）半島は本州と分離して

島となっていた、とされています。田布施町郷土館では、推定される古柳井水道の範囲と古墳の分布域を確認

し、各古墳から出土した土器や金属器などの実物資料を見学しました。



その後、田布施町公用車にて2km西方の国森古墳へ移動。「ウオーク

ラリーで自動車使用はいかがなものか」とのご意見もあるでしょうが、

4月におこなった下見では徒歩で2万歩を計測するコース。多少楽を

しても良いのではないか、との判断です。

国森古墳から御蔵戸きつねびら古墳までは、徒歩で見学を続けます。

蒸し暑い日でしたが、参加者の皆さん、健脚ぞろいだったようで、足下

の危ない場所もなんなく踏破していきます。先を急がざるを得ないため、

各遺跡での説明は概略的なものになってしまいましたが、遺跡の立地

状況を確認し、古墳時代の風景を想像しながら、楽しく歩を進めました。

残念ながら、最終目的地の御蔵戸きつねびら古墳目前でついに雨が。

初志貫徹とばかりにあわただしく古墳に駆け上がり、巨大横穴式石室の

見学をおこないました。

その後、再び公用車にて田布施町郷土館に戻り、散会となりましたが、

参加者の方からは「ぜひ下松市でも開催して欲しい」などの声が聞かれ

ました。

平成29年度も、引き続き山口県立山口博物館との連携事業を実施

します。遺跡めぐりは県北部の萩市を予定していますが、くわしくは

山口県立山口博物館からの公表をお待ち下さい。

末筆になりますが、平成 28年度の事業全体を通じて、田布施町教育

委員会の方々に多大なる協力をいただいたことにお礼申し上げます。

③考古資料DB（データベース）もうすぐ公開します

教育・研究にご活用ください！
本学には、各部局に所蔵される様々な学術資料に対し、保存・継承を

目的とする活動をおこなう「学術資産継承事業委員会」が組織されて

います。具体的な活動は、委員会の下部に設けられた「博物専門部会」と

「文書・典籍専門部会」がおこなっていますが、博物専門部会では各種

学術資料データベースの構築が目標の一つに掲げられています。

筆者もこの活動に参加しており、当館に所蔵されている考古資料を

対象に、「考古資料データベース」の公開準備を進めています。まだ学内

公開にとどまっていますが、これまでに6遺跡300件の考古資料の登録

を済ませています。

「ゃるからには徹底的（テッテーテキ）にj

これは、かつて館長を務めていただいた某先生からいただいた言葉

です。つくるからには「日本一のデータベース」をつくりたい。金は

なくても、そこはアイデア・技術と労力で。櫨棲は着てても心は錦。

ということで、博物専門部会データベースワーキングの尽力により、

このデータベースには、考古学研究や教育に活用されるよう様々な工夫

が施されています。

その一つが、さまざまな画像ファイルの提供。遺物実測図はPDF

(Portable Document Format）で、遺物画像はTIFF(Tagged Image 

写真15遺跡ウオークラリー
御蔵戸きつねびら古蹟へ

10月8日療影
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写真16山口大学学術資産継承事業
考古資料データベース画面

2月28日j最影

File Format）でダウンロードできるほか、実測図に関してはAdobeIllustratorファイル（aiファイル）でも

入手可能となっています。

また資料掲載文献については、本学の学術機関リポジトリ「YUNOCAJにリンクさせることにより、当館

の刊行物（「年報」や「館蔵資料調査報告書」）がダウンロードできる仕掛けとなっています。

筆者が「こんなデータベースがあったら良いな」と考えていたほぼ全てが、このデータベースには反映され

ています。こんな時「大学ってすごいな」と感じます。

さて、この「考古資料データベース」。少しずつ登録数を増やしている状況ですが、学内限定公開の状態で

ナゾの1年が過ぎようとしています。学外公開には色々と関門を通過しないといけないそうです。学外公開

可能となった段階で、当館webなどで広報いたしますので、いましばらくお待ち下さい。また、今後とも本学

の学術資産継承事業にご理解、ご支援いただけますよう、よろしくお願いします。
（横山成己）
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量豊~望夕ス 「墨づくり」に挑戦しました！

実験の経緯
当館はこれまで弥生土器づくり、古代米づくり、古代のガラス小玉づくりなど様々な考古学的実験に取り

組んできました。これらの実験は、当館の実施した埋蔵文化財調査や研究に基づくもので、いずれもワーク

ショップ（体験型講座）として社会に還元しています。

今年度は、平成27年4月に「千字文」音義木簡が出土したこと（7頁参照）と、吉田遺跡キャンパスにて

実施した実習棟（動物病理解剖施設）新営その他工事に伴う予備発掘調査 (1頁参照）で数点の円面硯（えん

めんけん：平面円形の土製すずり）が出土したことを受け、古代の墨づくりに挑戦しました。

「墨」つてなに？
塁は、松と松ヤニを燃やして採取した松煙（しょうえん）と腰（にかわ：動物の骨や皮などから抽出した

ゼラチンを主成分とする物質）を練り合わせたものと、植物油や鉱物油を燃やして採取した油煙（ゆえん）を

腰で練り合わせたものに大別されます。

墨は中国の商（股）代にはすでに使用されていたようですが、松煙を用いた固形墨は後漢代（西暦25-220)

に誕生し、油煙の使用は北宋代（西暦960-1127）に下るようです。日本への伝播に関しては、文献上は『日本

書紀』巻22推古天皇条に

韓合天皇 18(610) J早急三局、 ;t麗の五f寄書紋（どんちょう）と法定（ほうじよう）とを責よりさ。 曇徴、

.n.経を去切り、またよく彩色（瀕斜）・紙畠をつくり…

とあることから、 7世紀の前半には製作技法が伝わったと考えられますが、墨自体はそれ以前にもたらされて

いた可能性を残します。

吉田遺跡にて出土した木簡と円面硯は奈良時代のものであることから、実験では松煙を用いて墨づくりを

おこなうことにしました。

墨をつくってみよう！
今回は、時間短縮のため市販の松煙と勝粉を使用しました。重量比は色々と試した結果、松煙 10:I謬6が

最適と判断しました。まずは躍に水を加え、ふやかします。

写真17松煙 写真18穆 写真19謬をる、やかす

次に腰を溶かし、松煙を加えます。湯煎にして 60℃から 70℃の温度で混ぜ合わせます。糊（のり）状に

なったら容器に移します（本来は熱く柔らかいうちによく練り、型に入れるようです）。冷暗所で半年間乾燥

させます。

写真20謬を湯煎する 写真21松煙を加え混ぜる 写真22型巴入れる

姫山祭（吉田キャンパス大学祭）では、木簡ワークショップ（3頁参照）の傍らで、墨づくりの実演をおこない

ました。墨が自作できることに驚いた方や、詳しい工程を聞かれる方、つくった墨をぜひ欲しいと持ち帰られた

台湾の方などもおられ、大好評でした。

この墨づくり実験ですが、まだ乾燥途中のため「実際に使えるか」という検証がなされていません。実験の

匝I軍E 最終結果は、次号にてご報告します。 （山田圭子）

旧旧1日l凶凶凶凶凶凶凶凶岨凶凶凶』且凶凶凶凶凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜凶｜｜

畦耳国且回E臨調回目岡田正臨耳目回E臨耳目国担E前回回目胆E耳耳国E阻胆E臨調国口阻E臨調田口町
岡田且回担胆胆担担胆担胆担担岡田園田恒国『回目田恒胆担胆胆恒担胆担胆担担阻担目口町



瞳瞳間瞳開 ｜ 
資担館このー品vol.21「千字刻音義木簡

一昨年春、長らく期待されていた木簡がようやく出土
平成27年（2015)4月、吉田キャンパス南東部に位置する動物医療センター西側敷地における発掘調査に

おいて、吉田遺跡初となる「文字の書かれた木簡jが8世紀の土器とともに埋没谷から出土しました（『てらこや

埋文』第 26号参照）。

吉田遺跡では、長年におよぶ発掘調査により「文字の書かれた土器」や「文字の書かれていない板状製品」、

そして「文字の書かれていない荷札木簡」は確認されていたものの、文字が残る木簡は出土していませんでした。

木簡の出土を受け、本学人文学部の橋本義則教授に依頼し、奈良文化財研究所（奈良県奈良市）や長登銅山

文化交流館（山口県美祢市）の協力のもと、文字の解読を進めていただき、同年8月には記者発表により圏内

5例目の「音義（おんぎ）木簡」であることを公表しました。

音義木簡とは、漢字の読みを万葉仮名で注記した木簡のことで、現在で言うと「学習帳」のようなものになり

ます。これまでの発見例は、飛鳥池遺跡（奈良県明日香村）・平城京三条大路跡（奈良県奈良市）・北大津遺跡

（滋賀県大津市）・観音寺遺跡（徳島県徳島市）といずれも都跡や国営工房跡、国府遺跡であり、地方の小官街

からの初出土となりました。

日本初の『千字文』音義木簡
その後、同年 12月に開催された木簡学会研究集会にて書かれている漢字の原典は『千宇文（せんじもん）』

（註1)ではないかとの指摘を受けました。

再度確認したところ、指摘の通り確かに『千字文』第9句から第 11句にかけての

雲 騰 致 雨くものぼってあめをいたす

露結 矯霜

金 生 麗 水こがねはレイスイのみずよりなり

の太宇部分が確認できます。「震」の宇が抜けていることや

「雨」を動詞で読んでいることなど少し釈然としない部分も

ありますが、原典は『千字文』で間違いないとの結論に至り、

昨年10月25日にプレスリリースを行いました。

『千字文』は、習書（しゅうしょ：文字の練習）木簡としては

多数確認されていますが、音義木簡としては初の事例となる

ようです。地方の小官衝において『千字文』が「漢字の手習い」

ばかりでなく「読み方の学習」にも用いられていた可能性を

示すものとして、極めて重要な資料と言えるでしょう。

その後、山口県大学ML連携特別展『学びはぐくむ～モノ

から学ぶ歴史教科書～』（3頁参照）のオープニング2日間

に限り実物公開をおこない、以降の会期中は資料保全のため

作製したレプリカ（実物と見まがうばかりの出来映えです）

にて公開し、多くの方に見学していただきました。

新たに「この一品」に加わった「千字文」音義木簡。この2年間、

木簡とともに筆者にも落ち着かない日々が続きましたが、木簡は

桐箱の中におさまり、筆者も通常業務に戻ることができました。

註1『千字文』とは、中国梁の周興嗣（しゅうこうし）により作成
された四言（四字句）の韻文（いんぶん）でつづられた一千
個の重複しない異なる文字の集まり。
周興嗣は劉宋（りゅうそう）の末葉470年前後に生まれたと
推定され、梁（りょう）の普通三年（西暦521年）に没した。
『千字文』は長らく中国の児童の文字を学ぶ初歩の教科書と
して用いられており、中国と隣りあった漢字文化圏の諸国で
広く用いられていただけでなく、近世にはヨーロッパの国々
で、英語・ドイツ語・フランス語・イタリヤ語・ラテン語など
に翻訳された。
日本では7世紀より『論語』とともに習字の教科書として用い
られた。
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写真23音義木簡赤外線画像（1/2）と釈文
（奈良文化財研究所中村一郎氏優影）（横山成己）
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4月 2/27（土）～4/22日（金）第4回山口大学学術資産継承事業成果展

『宝山の一角』前期展開催 ※共催事業入館者総数551名

4/2 （土）『宝山の一角』前期展ミュージアムトーク開催

5月 5/9（月）～ 7/1 （金）第4回山口大学学術資産継承事業成果展

『宝山の一角』後期展開催 ※共催事業入館者総数509名

5/13 （金）山口県博物館協会総会出席

5/16 （月）～6/3（金）

萩博物館所蔵見島ジーコンボ古墳群第 123号墳出土資料調査

6月 6/4（土）『宝山の一角』後期展ミュージアムトーク開催

7月 7/20 （水）吉田構内国際総合科学部棟改修（配管）工事に伴う立会調査

7 /20 （水）～ 10/19（金）

吉田構内実習棟（動物病理解剖施設）新営その他工事に伴う予備発掘調査

7 /21 （木）理学部学生（8名）博物館実務実習

7 /26 （火）吉田構内国際総合科学部棟改修（渡り廊下）工事に伴う立会調査

7 /25 （月）～ 10/14（金）第37回企画展

『水が残した物質文化～構内遺跡出土の木製品～』開催入館者総数559名

8月 8/6（士）オープンキャンパス臨時開館

9月 9/2（金）・ 3（土）・ 8（木）

吉田構内共通教育棟自転車置き場設置工事に伴う立会調査

主去
（ぼ 10月 10/8（土）山口県：立山口博物館との共催事業

千三 「遺跡ウオークラリー（田布施町）」開催参加者 17名

う会 10/19 （水）吉田構内共通教育棟自転車置き場設置工事に伴う立会調査業 10/25 （火）「千字文献簡Jプレスリ日
10/29 （土）～ 1/31 （火）山口県大学ML連携特別展参加企画

斤fr 『学びはぐくむ～モノから学ぶ歴史教科書～』開催入館者総数561名

獲 叩／30（日）総合図書館にて「木簡ワ一クシヨ州閲催参加者却

((~ 11月 11/1 （火）吉田構内農学部附属農場封ド水工事に伴う立会調査

次予 11/ 8 （火）吉田構内共通教育棟自転車置き場設置工事に伴う立会調査

〉広 11/12（士）『学びはぐくむ～モノから学ぶ歴史教科書～』

山5 ミュージアムトーク開催参加者 18名

？三 11/14（月）梅光学院大学博物館学学生団体見学

縫 抱月間（火）教育学部附属山口中学校施設見学

S壬 12/21（水）～1/ 5 （木）盤 白石構内教育学部畑山口小学校雨水管改修工事的立会調査

1月 1/14 （土）光構内教育学部附属光小学校バスケットゴール設置工事に伴う立会調査

1 /17 （火）～ 20（金）

小串檎内基幹・環境整備（自家発電設備工事）に伴う立会調査

2月 2/16（木）平成28年度山口県大学ML連携事業報告会出席

2/25 （土）～4/21日（金）第5岡山口大学学術資産継承事業成果展

『宝山の一角』前期展開催 ※共催事業

3月 3/8 （水）山口県市町埋蔵文化財連絡協議会総会出席

写糞24『宝山の一角』後期展
ミユージアムトーク風票

6月4日撮第

写真25『学びはぐくむ～モノから学ぶ歴史教科書～』
梅光学院大学学生団体見学風景

11月 12日撮影

写真26白石構内教育学部附属山口小学校
雨水管改修工事に伴う立会調査風票

12月28日撮影

写翼27小串構内墓群環境整備
（自家発電設備工事）巴伴う

工事立会風景
1月20日撮影
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