
第78回（2012年度）総会　研究発表会　 2012年5月27日（日）の一覧表 ※26日（土）には公開講演会とセッション１があります 日本考古学協会

１． 十河良和 １． 田﨑博之 １． 山田康弘 「趣旨説明」 １． 「趣旨説明」

２． 河内一浩 野口 淳 ２． 會下和宏 ２． 増山禎之 ２．

３． 駒木野智寛 水野敏典・奥山誠義 林原利明 ３． 五十嵐 彰 ３． 設楽博己 ３．

４． 岡安光彦 「神武東征の考古学」 ４． 水山昭宏 ４． 山崎 健 ４．

５． 相原淳一 井上 巖 ５． 菅野智則 ５． ５．

６． 髙倉 純・金成太郎 田中由理・高橋照彦 １． 新田栄治 １． 奈良貴史 １． 小野 昭 「趣旨説明」

７． ２． 山形眞理子 ２． ２．

８． 百瀬正恒 岡村秀典・廣川 守・向井佑介 ３． 田中和彦 ３． 五十嵐由里子 ３．

９． 中園 聡 藤本史子 山本孝文 ４． 角南聡一郎 ４． ４． 池谷信之

鹿島昌也 ５． 新里貴之 ５． 蔦谷 匠・米田 穣 ５． 宮坂 清・及川 穣

菊地芳朗 松本啓子 向井朋生 ６． 中村直子 ６． 山科 哲

会員受付：５
号館１階エン
トランスホー
ル

◆第１会場：立正大学４号館１階411教室 ◆第２会場：立正大学４号館２階421教室 ◆第３会場：立正大学５号館３階531教室

◆第４会場：立正大学３号館３階334教室 ◆第５会場：立正大学３号館３階335教室 ◆第６会場：立正大学３号館４階341教室

セッション２「遺跡資料リポジトリをめぐ
って」

セッション４「考古学と人類学のコラボレーションに
よる遺跡研究の試み －愛知県保美貝塚を事例として－
」

セッション６　東日本大震災対策特別委員会 「東日
本大震災から１年：文化財の被災と復興に向けて｣ 

10時00分～
10時25分

飯田茂雄・安蒜政雄・
武井遺跡群調査団

「赤城山南麓における遺
跡群、遺跡群集合の構造
的研究－群馬県武井遺跡
群における調査と研究－
」

12．
「石見型埴輪と直弧文
－旗塚古墳出土資料の
検討から－」

23．
北條芳隆・田﨑博之・中山誠二
・松田隆二・河野裕美・永谷幸
人

「沖縄県西表島における
初期水田の成立と環境・
景観変化」

10時00分～
10時25分

「趣旨説明－遺跡資料
リポジトリをめぐる現
状と今後の課題－」

10時00分～10時10分

渋谷 孝雄

10時25分～
10時50分

小野 伸・小野 勢・岡
嶋隆司・楠原 透・澤
田秀実・富岡直人・中
島直樹・松本安紀彦・
畑山智史・遠部 慎

「犬島貝塚第５次発掘調
査成果について」 13．

「紀伊・鳴神団地古墳
の再検討－山口コレク
ションの埴輪整理から
－」

24．

「武蔵野台地東～南部に
おける遺跡分布と地形・
水文環境－台地内小河川
と多摩川低地における水
利開発と遺跡立地、その
変遷－」

10時25分～
10時50分

「図書館側からみた報
告書の現状と課題」

「保美貝塚における遺跡
景観の復元」

10時10分～10時35分

髙橋憲太郎
「岩手県宮古市におけ
る東日本大震災の復興
に向けた埋蔵文化財の
発掘調査の実施状況」

10時50分～
11時15分

「東北地方北部における
縄文時代中期後半の竪穴
住居址の出入口の位置－
卓越風向・地形と集落の
立地の関係－」

14．

「三次元計測を応用し
た挽型からみた三角縁
神獣鏡の製作技術の研
究」

25．

「日本における水中文化
遺産データベースの作成
とその活用－水中文化遺
産を取り巻く環境の視点
から－」

10時50分～
11時15分

「考古学における情報
公開そして普及－彼我
の懸隔－」

「保美貝塚における『盤
状』集骨墓の検出状況」

10時35分～11時00分

藤沢 敦
「宮城県における文化
財レスキューの経過と
復興に向けた埋蔵文化
財発掘調査の課題」

11時15分～
11時40分

永瀬史人・中村耕作・
高野和弘・中島将太

「東京都井草八幡宮所蔵
釣手土器の再検討」

15． 26． 川宿田好見・黒木梨絵・太郎良
真妃・平良理揮

「“極小規模離島村”にお
ける文化財の活用に関す
る考古学的・博物館学的
研究」

11時15分～
11時40分

「MLA＋考古学連携」 「保美貝塚の動物遺存体
」

11時00分～11時25分

本間 宏
「福島県の被災文化財
救出と放射能問題」

11時40分～
12時05分

「縄文・弥生時代におけ
る津波と社会・文化変動
－Ts0（東日本大震災津
波）からの予察－」

16．

「京都府・大阪府・兵
庫県の各遺跡より出土
した滑石製玉類、塩基
性凝灰岩製玉類の岩質
の共通性について」

27．
日暮晃一・佐藤 誠・小笠原永隆
・千葉いずみ

「嶺岡牧再生マネジメン
ト方式について」

11時40分～
12時05分

「東日本大震災の被災
地からみた遺跡資料リ
ポジトリ」

米田 穣・太田博樹・
日下宗一郎・覚張隆史
・小山荘太郎

「保美貝塚出土人骨・獣
骨の分析」

11時25分～11時45分

田中 裕

「埋蔵文化財の震災被
害とその後の影響－茨
城県での文化財救出活
動を通して－」

ポスターセッション：4号館3階431教室：5月27日(日) 10時開会（解説時間：13時～14時）16時30分閉会　／　図書交換会：3号館1・2階、4号館1・2階、5号館2階：10時～15時30分 6．
11時45分～12時15分
討論　司会: 石川日出志・佐藤宏之

昼食について＞５月26日（土）・27日（日）とも、６号館１階の学生食堂が利用できます。
セッション３「中国海域をめぐる金属器時
代の葬制 －東南アジアから台湾、沖縄、奄
美、薩南諸島へ－」

セッション５「子供の骨考古学－小さな骨が語る歴史
－」（日本人類学会骨考古学分科会との共催）

セッション７「ヒト-資源環境系の人類誌－中部高地
の黒曜石と人類活動－」

14時15分～
14時40分

「続縄文時代における石
器石材の入手と利用」

17．
「平安期緑釉陶器の色
彩学的検討－機械計測
と目視同定－」

28． 鈴木重治・伊藤 晃・白石 純・
大井幹雄・岡本純夫

「Public Archaeologyか
らみた遺跡整備の課題－
市民主体の鞆・皿山窯跡
周辺遺跡群の整備構想を
中心に－」

14時15分～
14時40分

「趣旨説明とタイ蔡制
の変遷」

「趣旨説明　胎児の骨考
古学」

14時40分～
15時05分

鈴木素行・飯島一生・
横倉要次・色川順子・
清水 哲

「茨城県泉坂下遺跡にお
ける人面付土器を伴う再
葬墓群の調査」

18． 中久保辰夫・酒井将史
・森 暢郎

「選別・廃棄過程から
みる平安時代前半期の
窯業生産」

29．

佐藤宏之・I.Shevkomud・大
貫静夫・森先一貴・福田正宏・
熊木俊朗・國木田 大・
S.Koshityna・M.Gorshkov・
E.Bochkareva・尾田識好・夏
木大吾・大澤正吾・内田和典・
Yu.A.Mochanov

「アムール下流域コンド
ン１遺跡の調査－更新世
／完新世移行期の石器群
－」

14時40分～
15時05分

「ベトナム沿岸地方に
おける鉄器時代の葬制
」

長岡朋人・安部みき子
・嶋谷和彦・平田和明

「堺環濠都市遺跡喜運寺
墓地から出土した未成人
骨」

橋詰 潤・島田和高・
工藤雄一郎・佐瀬 隆
・早田 勉・細野 衛・
公文富士夫

「長野県長和町広原湿
原および周辺遺跡にお
ける考古・古環境調査
（2011年度）」

15時05分～
15時30分

小出輝雄・齋藤弘道・
齋藤瑞穂・鈴木正博・
高花宏行・宅間清公・
蕨 由美・馬場小室山
遺跡研究会

「馬場小室山遺蹟の弥生
時代土器から観た「見沼
文化」－【見沼シャモッ
ト弥生】研究の意義－」

19．
「境界領域の遺跡をめ
ぐって－喜界島城久遺
跡群の評価－」

30． 「中国南北朝時代におけ
る銅器の変革」

15時05分～
15時30分

「フィリピンにおける
金属器時代の葬制」

「骨盤上の妊娠出産痕と
妊娠・出産回数の関係」

鷹山遺跡群調査団・大
竹幸恵

「黒曜石資源の獲得と
流通－星糞峠黒曜石原
産地遺跡における採掘
活動の調査－」

15時30分～
15時55分

「土器製作者個人の高確
度同定法としての三次元
マッチング法・断面可視
化法等の検討」

20．

「古代寺院旧基壇に築
かれた中世瓦窯－摂津
伊丹廃寺跡出土資料再
調査にともなう成果－
」

31．

「百済後期横穴式石室の
研究－石室定型化と拡散
の背景に関する基礎認識
－」

15時30分～
15時55分

「台湾における金属器
時代の埋葬遺跡－台湾
原住民族起源問題との
関係にふれつつ－」

岡崎健治・高椋浩史・
中橋孝博

「中世の長頭性について
」

「黒曜石製石器表面の
『キズ』と原産地」

15時55分～
16時20分

10． 「富山市百塚古墳群の調
査研究」

21．
山上雅弘・多田暢久・
浜中邦弘・松村和也・
中井淳史

「播磨書写山円教寺の
空間構造－縄張り調査
と航空レーザ計測の成
果から－」

32． 千田嘉博・正司哲朗・A.エンフ
トゥル・臼杵 勲

「契丹国城郭都市の門構
造の比較検討」

15時55分～
16時20分

「奄美・沖縄諸島にお
ける埋葬遺跡」

「乳幼児の窒素同位体比
に基づく先史時代の授乳
・離乳習慣」

「霧ヶ峰和田峠西原産
地漆黒黒曜石の開発と
利用－旧石器時代から
縄文時代初頭期を中心
として－」

16時20分～
16時45分

11． 「古墳分布北縁地域にお
ける大型石棺の調査」

22．

「鎖国期日本に輸入さ
れたヨーロッパ・マジ
ョリカ陶器についての
考古学的研究」

33．

「地中海ローマ時代土器
の研究例－シディ・ジェ
ディディの司教座教会複
合体遺跡（チュニジア）
－」

16時20分～
16時45分

「大隅諸島・甑島にお
ける埋葬遺跡」

「霧ヶ峰南麓の縄文時
代集落遺跡における黒
曜石貯蔵と消費」


