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平成 29 年度第２回是川縄文館運営協議会会議録  

 

日   時  平成 30 年２月 15 日（木）  午後１時 30 分～３時 00 分  

場   所  八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館研修室  

出席委員  ６名  

岡村道雄会長  高田和德委員  福田友之委員   

山下治子委員  吉田晃委員   木津正博委員   

事  務  局  

 伊藤教育長  吉田教育部長  橋本教育部次長兼教育総務課長  

 古舘館長  清川副館長  小保内参事  小久保主幹  金澤主査  熊野主査  横山主査  

 市川主査  馬場主事  

 

案件   

（１）平成 29 年度事業進捗状況について  

（２）平成 30 年度事業計画について  

（３）その他  

 

（１）平成 29 年度事業進捗状況について  

岡村会長：  発掘された日本列島展開催は２回目ですよね。前と比べてどうですか。

会場はここで同じですか。  

事  務  局：  はい、同じです。  

岡村会長：  １回目開催は何年でしたか。  

事  務  局：  平成 24 年です。  

岡村会長：  最近ですね。  

事  務  局：  その際は中核展示を是川縄文館で、地域展示を八戸市博物館で開催しま

した。  

岡村会長：  比較はしていないですね。ここで２回やってどうだったのでしょうか。  

事  務  局：  当館での来場者数としては、前回が 7,800 人、今回は 7,600 人です。  

岡村会長：  大体同じ位ですね。期間もほぼ同じですか。  

事  務  局：  はい。  

岡村会長：  ありがとうございます。  

 

（２）平成 30 年度事業計画について  

岡村会長：  何かご質問、ご意見はございますか。  

木津委員：  私から２つのことについてお話させていただきます。１つ目は特別展と

秋季企画展で配付されたジュニアガイドについて、２つ目は自分が行った

是川縄文館ＰＲについての報告です。  

      １つ目、ジュニアガイドですが、小学生が楽しく見学できるように様々

な工夫がなされていて、とても素晴らしいと思いました。特に素晴らしか

ったのは、特別展『発掘された日本列島』のジュニアガイドです。良かっ

た点は、平仮名を多く使って、漢字には振り仮名を振ってあることと、見
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どころとなる展示品を探してみようと呼びかけて、ここにある展示品を探

しながら見学できるように、宝探しをするようなつくりになっていたこと

です。それから、最後のページにはクイズが付いていました。この辺が大

変良かったと思っています。これは子どもだけに配られたのですか。  

事  務  局：  はい。  

木津委員：  私が来たときに最後に声をかけてくださって、わざわざ私のためにいた

だいたものなので、とても感激しました。欲を言えば、最後のクイズは、

下に小さく答えが書いてあるのですが、そうではなくて、クイズに答えて、

例えば、受付に持っていけばいのるんのシールがもらえるとか、そういう

ご褒美を付けてあげるとより一層子どもは喜ぶと思いました。その喜びは、

次また企画展を見に行くぞという子どもたちの意欲につながると思います。

ご検討いただければありがたいです。これからも子どもが喜ぶジュニアガ

イドづくりを続けていただければと思います。  

      ２つ目、是川縄文館のＰＲをしましたという報告をさせていただきます。

是川縄文館に子どもを連れて行き、是非合掌土偶を見せてあげてください

というお願いを公の場のあいさつで２回行いました。１回目は、 12 月 26

日、八戸市内の社会科教員 63 名が集まって行われた冬期講習会のあいさつ

です。２回目は、１月 28 日下長地区の３つの小学校から希望者が参加して

行われた下長地区の八戸郷土かるた大会のあいさつです。教員や保護者に

対して、八戸市に生まれ育った子どもたちに是非国宝である合掌土偶を見

せてあげてください、そして、ふるさと八戸に愛着と誇りを持つ子どもを

育てましょうと呼びかけました。これからも機会を見つけて合掌土偶のネ

クタイを締めながら、是川縄文館をＰＲしていきたいと思います。ちなみ

に、今日も合掌土偶のネクタイを締めております。これはここのショップ

で買いました。  

岡村会長：  気が付きませんでした。もう少しよく見せてください。ちなみにおいく

らですか。  

木津委員：  4,000 円少しです。  

岡村会長：  教育長もしなければいけないですね。はい、ありがとうございました。

ほかにありますか。  

高田委員：  特別展で高校生がガイドをしたということ、それから、千葉学園高校で

縄文ファッションを取り入れた取組み、そういう高校生に対する働きかけ

は是川縄文館でやったのですか。それとも、高校生の方から自主的にそれ

をやりたいという声があってやったのですか。具体的にどのようにして進

めたか伺います。  

事  務  局：  ファッション甲子園につきましては、生徒から自発的に勉強しに来たの

で、いろいろと相談に乗りました。  

高校生ガイドにつきましては、当館からお願いをして募集をしてもらい

ました。  

高田委員：  高校生ガイドにレクチャーするのは、１回来てもらって、そのときに説

明して、あとはそのままやってもらったのか、あるいは何回か来てもらっ
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て、通ってもらって、その内容を覚えてもらったのか、その辺はどうなの

でしょうか。  

事  務  局：  まずは、募集に当たり、学校へ我々が出向いて説明会を開き、希望者を

募りました。その中で、本当に参加できる方にオリエンテーションとして

何日間か我々学芸員が交代で説明を行い、勉強をしてもらって、それから

ガイドに臨んでいただきました。  

高田委員：  そうすると、参加する高校生は自分からやりたいということで参加して

いるのですか。  

事  務  局：  はい。  

高田委員：  中高生にこういう博物館の事業に参加していただくということは、他で

もあまりやられていないし、御所野縄文博物館でもなかなかやっていませ

ん。一戸町は中学校が少ないものですから、年に１、２回は必ず来ること

になっているのだけれども、高校生まで含めるということはなかなかでき

ないので、それはすごくいいと思いました。  

山下委員：  これは高校生側として解説スタッフをすると、授業の何かの活動歴にな

るとか、例えば、大学を受けるときに自分のエントリーシートなどに書け

るとか、そういうことがあるのかということ思います。  

それから、高校生は１年生から３年生がいるのですけれども、どういう

生徒たちが対応されたのかという内訳も知りたいと思います。  

事  務  局：  まず、スタッフ活動と学校の授業単位との互換等については、特に対応

はしていません。ただし、会期終了後にスタッフ活動終了式を行い、学校

と活動に参加してくれた学生の皆様に対して感謝状を渡しました。感謝状

は例えば、今後エントリーシートの中で、こういう展示解説のボランティ

ア活動を行ったということを証拠書類として使っていただけるように準備

させていただきました。  

 参加された学生の内訳は、１学年から３学年まで各学年にわたって参加

していただきました。主に１学年・２学年に多く参加していただき、１学

年 27 名、２学年 36 名、３学年 14 名の計 77 名の学生です。男女の割合は、

女子学生が多かったですが、男子学生にも多くの日数で参加していただい

たところです。  

山下委員：  ありがとうございました。この高校の先生方がすごく興味があって、生

徒たちに呼びかけて浸透したのかと思うのです。その一方で、中学生とか

小学生のときにここに訪れているという可能性は高いのかと思うのですが、

その辺の影響というか、手応えなどはありますか。一度ここで何かやって

みたいと思っていたのか、本当はすごく好きだったなど。  

事  務  局：  参加していただいた学生は、歴史に非常に関心を持っていた方が多いで

す。特に説明会等の際に学生から直接聞いたのは、小学校、中学校の段階

で縄文学習館などに通って体験学習、展示見学をしたことがあって、関心

を持ちエントリーをしたという声です。  

山下委員：  ありがとうございます。  

福田委員：  柿を話題として使うなどしているようです。是川（遺跡）では縄文時代



4/13 

の柿が出たのですか。  

岡村会長：  出ていません。国内では弥生時代からです。  

福田委員：  これは説明されないと、是川（遺跡）から縄文の柿が出たのではないか

という誤解を招きます。その辺を説明された方がいいと思います。黙って

いると、縄文人も柿を食べているという認識になるかもしれません。  

      また、土偶のお面ということで今年度特別展開催記念イベントを行った

ようですけども、縄文時代の土製の仮面というものは、実は一番青森県の

出土数が多いのです。とにかく縄文人は仮面が好きで、いろんなお面を作

っているのですが、展示会はあまりやってないですね。一戸町にも六ヶ所

村にもいいものがありますし、津軽にはまたたくさんありますから、仮面

展というものも考えていただきたい。縄文時代の人は仮面をどのように使

ったかということを学芸員なりに、想像力を働かせて、仮面遊びとかいろ

んなことをやっていけばいいのかなとそういう感じがいたしました。  

事  務  局：  縄文時代に柿がないという話は、我々の方ではそれほど心配していない

ところだったので、注意して考えていきたいと思います。  

福田委員：  説明しておけばいいと思うのですよね。古代に柿の出土例はあるのです

か。  

事  務  局：  八戸の遺跡の出土例は確認されていない状況です。  

岡村会長：  私の知っている範囲だと、弥生時代に西日本で山柿のようなものの種は

出ています。それが栽培化されていたのはいつですかね。中国の方が早い

のではないですかね。中国で栽培されたものが入ってきて、最近また日本

で品種改良したものが中国に出て行っている。そういうやり取りを中国と

はしています。要するに、原生種の柿は弥生後期から出土しています。山

口県だったと思います。だけれども、多分縄文的生活の中で柿が登場して

きて、例えば、城作りするときなどの作業員さんの水代わりのおやつに柿

などはものすごく盛んに使われているし、古代から都城作りのときにも柿

を食べている。そういう意味では、時期は確かに新しいのだけれども、縄

文的、日本的生活の中にしっかりと溶け込んだものであるのは確かなので、

私はこの辺にあったかどうかということはあまりこだわる必要がないと思

います。  

事  務  局：  是川縄文館は、地域に根差した施設ということで、是川地区は柿の里で

すので、そういった意味合いで地域の方につくっていただいて販売してお

ります。その関連付けは考えたいと思います。  

岡村会長：  そういう中で、縄文にあったのだ、あるいはここから種が出ていたのだ

というような誤解を招くおそれが十分にあるので、進めるときにはそこを

説明しておいたほうがいいと思います。そういう趣旨で発言されたのです

よね。  

福田委員：  そういうことです。  

岡村会長：  それから、仮面についてですが、仮面も縄文だけではなくて、民俗的に

は世界で仮面が登場してくるのです。世界的に仮面というものがどういう

場面で、どのように使われてきたのかというようなことも合わせて、縄文
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に限らない仮面展を是非やって欲しいです。どこかでやったことがあるよ

うな気もしましたが。  

高田委員：  御所野縄文博物館でやりました。  

事  務  局：  大阪府立弥生文化博物館でもマスク展というものをやっていました。  

福田委員：  学者は難しい解釈をする人は結構多いですけれども、むしろそういうこ

とよりも子どもたちは遊びのような、芸能的なイメージが強いのではない

かと思うので、いろんな仮面を付けてもらって、そのような観点から考え

ると面白いですよね。  

岡村会長：  日本の民俗の中からもあるし、世界でもあるし、そういうもので人は広

く仮面を付けたがりますね。  

福田委員：  なもみも、なまはげのお面ですよね。岩木山神社にも似たようなものが

あるので、民俗的にもいろいろな関わりがありますよね。  

岡村会長：  私も、検討してもらっていいテーマかと思います。  

吉田委員：  秋季企画展『是川縄文ムラを観る・描く』ということで、６年かけて東

京大学と共同研究した２回目の成果ということでの企画展は、非常に面白

かったのですが、”観る・描く”というせっかくの成果の絵が展示の中で

もっと強調されてもよかったのかなという気はしています。出土品などと

相まって、いまいち展示にせっかくの成果・迫力がもう１つ出切っていな

かったような気がしたので、そこはもう少し前に出してもよかったのかと

いう感想を持ちました。  

      あと、事務局からの説明で、いのるんの食器を販売する予定だと伺いま

した。前回は結構値段が高いということでしたが、そこがクリアできたと

いうことなのでしょうか。  

事  務  局：  いろいろとメーカーと交渉した結果、 1,000 円くらいで小さな食器を出

せることになりました。メーカーでは包装等はしないので、その分安く準

備すると、そのくらいの値段で皆さんにお届けできるということで、来月

くらいには販売できるかなと思います。  

岡村会長：  結果としていくらになりますか。  

事  務  局：  1,000 円程で出せるように調整しているところです。  

岡村会長：  先ほど言われたのは、せっかく共同研究してその成果はあったのだけれ

ども、映像にもう少し工夫が必要ということですか。  

吉田委員：  絵も一つの肝だったと思うのですけれども、展示の仕方でもあるのです

かね、いまひとつ前面に出ている感じというものがあるといいなと感じま

した。  

岡村会長：  それは展示の仕様もあるし、内容的にも堅くて難しいという感じがしま

した。あれは一般の人が見ても分からない。その辺はどうですか。  

事  務  局：  今回の共同研究には、他分野の方がたくさん集まって研究を進めていっ

たという経緯もあって情報が本当に多彩で、まとめきるところでなかなか

分かりやすさが十分に配慮できなかったという点は感じております。今後

の展示活動の中でも、今後も共同研究の事業は継続していく予定ですので、

今回の展示で踏まえきれなかった部分を省みつつ、これから進めていけれ
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ばと考えております。  

高田委員：  企画展を私も何回か来て見せていただきました。確かに、一般の人が１

回で理解するのは非常に難しいという気はしました。どのような展示会で

もそうなのだけれども、やはりそれぞれの分野の中で新たな情報が入って

きたら、それを元にして、展示する側で、博物館であれば博物館の側でそ

れをこなして、更にどうやって見せたらいいかということを検討する必要

が、これは全国の博物館でやらなければならないと私はずっと思っていま

す。企画展も、辻先生がずっと１週間八戸に滞在してご自分で全部やって

いるけれども、それは研究者として分かっているからそのような形でやる

のだから、一般の市民の方にそれを見せるということはまた別なのだと思

うのです。それを整理して、どのように見せるかということは学芸員のや

らなければならない仕事です。特にこれから連携していろんな調査などを

どこでもやるようになると思うので、そのときに気を付けなければならな

いのは、全部おんぶに抱っこではなくて、調査結果をいただいたら、議論

なりして、そして、どのように展示するかというようなことをもう一度や

りとりというか、そのようなことをやっていく必要があるのではないか、

それをしないと、いつまで経っても、博物館では頑張ってやったというこ

とがなかなか一般の人に理解されない、そういうことの繰り返しのような

気がすごくするのです。これだけいろんな事業をやった中で、更にこのよ

うなことを手順立ててやるとなると大変だと思うけれども、やはりそれを

やらない限り博物館は生き残れないと私は思います。  

山下委員：  特別展開催イベントの『はちのへ土偶会へようこそ』についてお聞きし

たいです。これは８月 11 日の１日で『マイフェイバリットＤＯＧＵフォト

大会』と、『土偶のお面をつくっちゃおう』と、『なもみ登場』と、『Ｄ

ＯＧＵトーク』を行ったという理解でいいのでしょうか。  

事  務  局：  午前から開催して、午後３時くらいに終わりました。  

山下委員：  そうすると１日で延べ 100 人以上の人が来て、参加していったというこ

とで、なもみというものは、なまはげのお面なのですか。  

事  務  局：  はい。  

山下委員：  講師が青年会の方で、ほかのプログラムも結構面白そうなのですけれど

も、これだけに 56 人といっぱいいたので、すごく魅力的だったのか、どん

な内容だったのかをお聞きしたいと思います。  

事  務  局：  このイベントの流れとしましては、午前からデジタルカメラやスマート

フォンをお持ちの方に参加していただいて、（展示で）土偶展をやってい

ることもあり、常設展を含めて、好きな土偶の写真を撮ってフォトコンテ

ストをやろうということで開催しました。午後に入りまして、あらかじめ

当館の学芸員が用意しておいた土偶や土面の形の紙を切って、簡単な工作

をするのが土偶のお面をつくるというイベントです。これは親子の参加が

多いイベントを想定しましたので、そのお面をつくり終わった頃に、「悪

い子はいねがあ」となもみが登場しました。この部分はかなり親御さんに

喜ばれました。子どもが非常に謝って、悪いことをしないと約束していま
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したので、親御さんがすごく喜ぶイベントでした。青年会の方なので、サ

ービスもかなりあって、写真を撮るならこっちから撮らないと逆光だと、

仮面をかぶりながら言ってくれて、かなり盛り上がりました。そのあと譽

田さんをお迎えして、フォトコンテストの写真を譽田さんと一緒に見なが

ら土偶の話をするというイベントを行いました。撮った方が会場にそのま

ま残っていらっしゃいますので、これを撮ったのは誰ですかということで、

その人に作品のポイントを聞いたりしながら、考古学ではない部分で親し

みを持ってもらうために開催したものです。  

山下委員：  その写真はプリントしたのですか。それともプロジェクターで流してい

ってという感じですか。  

事  務  局：  プロジェクターで映しました。  

山下委員：  その人たちは自分でＳＮＳのフェイスブックなどに流したりしたのです

かね。  

事  務  局：  確認は取っておりません。  

山下委員：  分かりました。最近インスタ映えすることを狙って、わざと展覧会をつ

くっているところなどもあるし、あまり流してほしくないというところも

あるので、メリハリがあったらいいのかと思います。  

岡村会長：  では、次の議題に移ります。  

 

（２）平成 30 年度事業計画について  

岡村会長：  何かアドバイス、ご意見はありますか。  

福田委員：  秋季企画展（仮称）とあります『どうぶつと縄文人』、これは、狩猟文

土器も当然入っていますよね。八戸が第１号の発見地なので、是非展示に

入れて欲しいと思います。韮窪ですか。  

事  務  局：  韮窪遺跡の出土品は、これまで当館での展覧会でも過去数回出展した経

緯もあるので、今回はほかの地域の狩猟文土器を予定したいと考えていま

す。今後また検討していきたいと思います。  

福田委員：  一つ未発表の資料なのですけれども、東京の日本民芸館に戦前に発掘さ

れた狩猟文土器があるのです。  

岡村会長：  どこの発掘品ですか。  

福田委員：  戦前の伝世品ですね。本当はそれが第１号なのですけれども、民芸館で

すから、誰も注目しないのです。それを持って来れば、初出展という感じ

になると思います。  

岡村会長：  それは今まで狩猟文土器の集成の中に入っていないのですか。  

福田委員：  私は文字では書いていますけど、写真はないですね。  

岡村会長：  どんなものなのですか。  

福田委員：  台付き土器の、弓と弓矢と木と動物が表現されたものです。  

岡村会長： 韮窪的出土品と同じ要素が少し入っているのですか。時期はいつですか。  

福田委員：  分からないです。伝世品ですから。後期初めくらいのようです。  

岡村会長：  やはり十腰内式の時期ですか。  

福田委員：  そうです。それから、動物主体でいいのですが、植物も少し入れてもい
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いかなと思います。例えばキノコ形（土製品）とかありますよね。動物に

比べて植物は少ないけれども、植物をやってもいいかという、私の個人的

な考えです。  

岡村会長：  テーマはどうぶつと縄文人ですから。  

福田委員：  動物に着眼すると植物はどうですかとなりますので。  

事  務  局：  植物は植物でいろんなトピックもありますので、今後一つの展示の計画

として検討していければと思います。  

福田委員：  植物だと辻先生がご専門ですからまた別となるかもしれませんね。  

岡村会長：  「北の交流」は福田委員の生涯のメインテーマではないですか。展示に

ついて何かご意見ないですか。『（仮題）北の海の道―海と生きた縄文人』。

これは切り口をどうするのですか。津軽海峡に行き交った舟ですか。  

事  務  局：  視点としては、北海道の縄文文化に比重を置いての展示を考えているの

ですが、やはり青森県にすぐ隣接した北海道南部、あるいは津軽海峡とい

う海を挟んだ地域の中で、食料資源や周囲の自然環境などおよそ異なると

考えられる地域間にあって共通した文化を持っていることが、これまでの

研究の中でも言われてきています。また、近年、例えば石材などさまざま

原材料が物流として北海道、北東北を行き交っている様子というのも、い

ろんな側面から研究が進められてきたところです。そういった中で、今回

改めてこの津軽海峡文化圏というものの中での縄文人の動き、あるいは経

済的には異なっていても、文化的な部分では共通するところ、最終的には

精神世界はどうなのかというところで、海の周辺に生きた人たちの暮らし、

文化、地域のつながりがどのようなものであったのかを改めて見直してみ

たいということを考えております。  

      そういった津軽海峡文化圏というものの理解を深める展示を通して、世

界遺産の登録推進の中でもＰＲになると思いますので、合わせてそういう

情報発信なども考えながら進めていきたいと考えているところです。  

山下委員：  まず『どうぶつと縄文人』に関して、福島のアクアマリンふくしまとい

う水族館で一応縄文犬と称して犬を飼っているのです。柴犬のようなので

すけれども、全国の柴犬を大事に飼っている人たちが犬を連れて来て品評

会ではないけれども、そういう会をやって、結構人が来るらしいのです。

そこに縄文の里という建物もあるのですけれども、縄文とつながりのある

生きている動物とか、イベントで連れてきたりすると犬好きの人が来てく

れたり、そういう違った層の人も呼べるのかなと思いました。  

      それから、今年もヤギが草刈りをしてくれるということなのですけれど

も、これも結構風物詩的になっていると思うので、いのるんだけがスター

ではなく、ヤギに名前を付けて、そのヤギも縄文の遺跡を守っているとい

う感じでキャラクターにしてもいいかと思います。いつもヤギとだけ呼ん

でいるのも、ヤギもかわいそうな気がするのでどうかと思いました。  

      最後に、八戸縄文保存協会がなさっている俳句大会はとてもいいと思う

のです。これもアクアマリンでヒントを得たのですが、そこもある時期を

限って俳句大会をやっていたそうなのです。そうすると季節が秋しかない
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とか、夏しかないということになるので、年中投句箱を用意して、年中投

句できるようにして、投句のところにはちょっとした季節の言葉とか、今

見られるものなど、ここであれば縄文の遺跡と関係するような季語のよう

なものを入れて投句できるようにすると、春夏秋冬の俳句がそろうので、

年に１回など入賞者を決めるということもいいのではないかと思いました。 

事  務  局：  ヤギにつきましては委託事業で行っているので、飼い主が名前を付けて

います。サクラ・ウメ・ハナという名前が付いていると聞いています。  

山下委員：  その本名を使うか、ここにいるときは芸名を使うか、縄文名を使うとい

う、それは飼い主とのご相談かもしれない。今の名前でもかわいいと思い

ます。  

事  務  局：  本当にご近所の皆様には風物詩的に受け止めていただいて、非常にあり

がたいと思っています。実は馬も１頭いて、もともとおまけだったのです

が、人気的には一番です。  

 また、俳句大会をこれまで夏、秋ときまして、次回冬に開催してみよう

かと考えています。とりあえず四季をそろえようということを俳句の選者

の方とお話しています。特に俳句大会の時期を区切ると、実は学校の参加

も可能になるという部分があります。小学校、中学校の応募が結構あるも

のですから、とりあえずはそのようにやって、４回目までは四季を巡って

みようということにしております。  

岡村会長：  第３期共同研究事業の火山ガラスの話は今どういう話になっているので

すか。皆さんご存知かもしれませんが、沖縄県北谷町から本土で作った亀

ヶ岡文化の縄文土器が出てきたのです。とんでもない話で、常識的には信

じられないのだけれども、土器に含まれている火山ガラスから、7,300 年前

に噴火した九州の喜界島のアカホヤ火山灰の中に含まれているガラス、そ

れが土器の中に練り込まれて焼いてあったということです。そのアカホヤ

火山灰が降った土のある地域だと北陸という話だったでしょう。  

事  務  局：  土器のつくり自体が北陸地方や中部地方で、アカホヤ火山灰もその辺り

なのですが、火山ガラスの量から見て北陸では少し多過ぎるので九州の可

能性が高いというお話でした。  

サンプルを採った中での数量が非常に多かったので、アカホヤ火山灰の

降下範囲の中でもより九州に近い地域とみられています。  

岡村会長：  いっぱい降っているような地域だろうと、つまりもっと九州に近いとこ

ろのことだろうという話ですね。   

事  務  局：  はい。遠くに見積っても北陸くらいが北限と見るべきかというところの

ようです。  

岡村会長：  あの時代に北陸より南でつくったとしても逆に型式的に考えにくいです

よね。  

事  務  局：  今はそうした視点を総合して、北陸、中部の縄文人が九州でつくったと

いう説が発表されています。  

福田委員：  九州では結構亀ヶ岡式土器が出ているのですよね。  

岡村会長：  普通大洞Ｃ２式土器くらいですよ。あそこまで新しい土器は出ている。
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一番出ているのは大洞Ｃ２式土器でしょう。あれはそれより１つ新しい型

式ですよね。九州のものに類例はないのではないですか。  

事  務  局：  そこまでは分からないです。今のところ、例えば高知県の居徳遺跡では

大洞Ａ２式が出土しています。  

岡村会長：  そういうと列島規模のものの動きが語られる。本土で使われるものが出

土するのは九州だけでしたよね。  

福田委員：  ヒスイの玉も出ていますよね。ヒスイも珍しいですね。  

岡村会長：  ヒスイはあまり驚かなかったですね。ヒスイが動いているのはわかるけ

れども、土器があれだけの距離を動くというのは。そういう大変な話題に

なっていて、今後どう展開するか。そういうことを踏まえながら、八戸市

の資料を使って弘前大学と共同研究するということは、今後の展望はどう

なのですか。  

事  務  局：  １つは今弘前大学で進めているものは予備分析を蓄積している段階でも

あるというところがあります。現在、縄文時代の前半部分の土器資料でサ

ンプルをとっていただいて、今分析が進められているところです。  

岡村会長：  何を目的にどういう分析をしているのかということを教えてください。  

事  務  局：  分析については土器の粘土に含まれている火山ガラスの種類をまず見ま

す。例えば縄文時代ですと１万 5,000 年くらい前の八戸火山灰や南部火山

灰など、そういった関連の火山灰があるので、それがどのように含まれて

いるのかを捉えます。そこから土器の時間的な変遷の１つの鍵にもなり得

るというところで、その時間的なうつり変わりを見ていきたい。そしてま

たほかの地域の火山噴火による噴出物に火山ガラスが含まれている可能性

などもあります。特に土器においてはほかの地域の文化要素が反映されて

いる資料も、八戸地域の遺跡では見つかっておりますので、サンプリング

をして、果たしてその土器はどこでつくられたものか、八戸地域の中での

縄文人の文化の取り入れ方を明らかにできればと考えています。それは情

報の伝達などでもたらされているのか、そういったところも考えていけれ

ばと考えております。  

岡村会長：  はい、ありがとうございます。  

福田委員：  『どうぶつと縄文人』について、主な展示資料の開窩式離頭銛は階上町

ではなくて東北町ですよね。  

事  務  局：  はい、東北町です。失礼しました。  

福田委員：  これは実際の犬の骨、犬は随分縄文時代に埋葬されていますよね。埋葬

犬骨を借りてくるのですか。宮城県や関東で人間と犬が一緒に埋葬されて

いるのもありますよね。非常にインパクトがあります。人間と犬との関係

ということでパネルだけでも作って欲しいです。  

事  務  局：  展示資料として実現できるか検討していきたいと思います。  

岡村会長：  幾つか犬と一緒に埋葬されている人骨があるので、確かにこれは動物だ

けではなくて、人間とのかかわりのようなものを少し意識して。例えばイ

ノシシなども今ここにはいないのだけれども、最近環境の変化でイノシシ

が戻ってきているのです。縄文時代にはイノシシがいっぱいいたのです。
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そのイノシシが北海道にはいなかったけれども、幼獣を持ち込んで、どう

も飼育していた可能性はあるのです。イノシシの子どもを埋葬している例

などが関東にもあるし、それから気仙沼の田柄貝塚にもある。単にこんな

ところに出ていましたという話ではなくて、こういうタイトルを付けてい

る以上は、人と動物との関わり、あるいは単に動物、植物の環境の中に人

間が手を加えていっているのが文化なので、その文化的なところの関わり、

福田委員の言われたような面も意識してやらないと。動物の話だけされて

もあまり面白くないと思います。  

木津委員：  企画展、特別展から少し離れるのですが、来年度に向けてということで

１つ提案をさせていただきます。古舘館長から小中学校の利用が例年より

増えているといううれしい報告をいただきました。さらに小中学校の利用

を増やすための提案です。是川縄文館の館内見学及び出前講座の希望調査

を行ってはどうかと考えました。八戸市内の全小中学校に調査用紙を配付

して、是川縄文館に見学に行きたい日及び自分の学校に出前に来てほしい

日の希望を書いて申し込んでもらうというものです。調査の時期はちょう

ど今がいいと思います。２月から３月にかけてということです。ちょうど

今日配られた資料の最後に八戸市内小中学校向けの素敵なパンフレットも

できたようですので、このパンフレットも同封して希望調査を行うことが

いいかと思いました。実はその参考になる例がありまして、八戸市の環境

政策課で実施している出前環境学習会です。出前環境学習会を希望する学

校は申込書を出してくださいという手紙が学校に今来ています。申込書に

は開催希望日、児童の学年と人数、担当教員の名前と連絡先、希望のテー

マ。選択肢が３つあって、その中から選ぶようになっています。是川縄文

館であれば館内見学と出前講座と２つに分けて希望を取るのがよいと思い

ます。例えば館内見学の場合は選択肢として館内見学のみか、館内見学プ

ラス体験学習か、あるいは体験学習のみかなどのどれかを選んでもらう。

さらに体験学習のメニュー、それから料金、所要時間なども載せておいて、

やりたいものを選んでもらうという形にすればよいと思います。あとは先

ほど話したように、希望の日時、児童の学年と人数、担当教員の名前と連

絡先を書いてＦＡＸで提出してもらう。そうすれば是川縄文館としても館

内見学の日程調整もできますし、年間の見通しも立って、計画的に対応す

ることができるのではないでしょうか。最後に３月中に申し込まなかった

学校でも随時見学、出前講座を受け付けますということも付け加えておけ

ばよいと思います。ご検討いただければありがたいです。  

事  務  局：  今までの小学校、中学校の各利用状況なども調べていて、あまり利用さ

れていなかった学校へのアプローチなども考えていたところでしたので、

木津委員のご提案を今後、小中学校の利用戦略として考えていきたいと思

います。  

岡村会長：  はい、ありがとうございました。  

 

（３）その他について  
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岡村会長：  何かございますか。  

福田委員：  最近、広報とかいろいろなものが回ってくるのですが、意味が分からな

い片仮名が多すぎて、片仮名の辞書を見ながら読んでいかないとならず、

非常に困惑しているところなのです。是川縄文館で広報活動する場合には、

あまり片仮名を使わないで、分かるような片仮名だといいのですけれども、

分からない片仮名を使っていただきたくないなと思います。土偶をＤＯＧ

Ｕと書くのは、私は非常に何かなと思います。横文字を使えば格好いいと

いう風潮を控えられないかなという気がしていて、特に高齢者がどんどん

増えているわけですから、理解できる高齢者や子ども達がどれくらいいる

のかなと思います。  

山下委員：  ＤＯＧＵの表記は、土偶を海外に持っていったときにこの表記を使った

ということがありました。それから、海外の人向けに紹介するときにこの

ようにやっていると思うのです。今おっしゃったプログラムとしての土偶

という意味は、研究者側の土偶観と、おもしろがろうという人たちの土偶

観を少し混在させたというか、見方を少し変えてみたらかわいいとか、い

ろんな土偶にキャラクターを付けたりする譽田さんの本などがあって、結

構女子の中では専門ではないけれども美を発見したというような。今古墳

女子とか刀剣女子とかいっぱいいますので、そういうひとつのジャンルと

いうか。  

福田委員：  分かるのですけれども何だか違和感がありますね。合掌土偶は国宝とさ

れているのに、それをＤＯＧＵで表記されるといかがなものかと思ってい

ます。  

岡村会長： 土偶だけに限らず色々そういう今言われたような造語ができてきている。

ＪＯＭＯＮはいいのですか。  

福田委員：  ＪＯＭＯＮはいいですね。世界で認識はされてきていると思うのです。  

岡村会長：  今フリーペーパーでＪＯＭＯＮＺＩＮＥとかはやっているのではないで

すか。  

事  務  局：  ＪＯＭＯＮＺＩＮＥのＺＩＮＥは、マガジンのジンからとっています。  

今回のイベントに関しましては、親子や考古学に関心のない人を狙って

いましたので、こういった表記をさせてもらいました。より多くの参加を

目指す場合は表記に気を付けたいと思います。狙いとして、意図して書い

たということがございます。  

福田委員：  分かりにくい片仮名かもしれないです。  

岡村会長：  佐原眞さんという研究者がいて、国立歴史民俗博物館の館長を務められ

た方です。やはり同じ趣旨の発言をこういう委員会でよくしていました。

片仮名をできるだけ使わないでほしいと。佐原さんは外国語大学を出た人

で、ちゃんとドイツ語も話せて英語もわかる人なのだけれども、そういう

人がそう言っていました。ただ格好つけてそういう横文字を使って言うけ

れども、やはり分からないと。それは少し考えて欲しい。  

福田委員：  高齢者からすると反感を持つのではないですか。  

岡村会長：  だからそういう人たちはターゲットにしていないのですよ。  
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はっきり言えるのは、今まで若い人たちに解説するようなこと、ＰＲす

るようなことをしてこなかったので、そういう層を取り込んでいなかった

のが、そういう言葉を使うだけで相当こっちへ向かってきている。今話題

になっている土偶の本も３冊も売った。もう大ブレイクですよね。各出版

社が土偶の本をつくりたがっているけれども、もう切り口ないし、それで

佐原さんのものすごく古いやつが文庫になりましたよね。あれはそういう

ことなのです多分。どこの出版社もこれをやれば売れると思っている。譽

田さんは３冊でしょう。もう種が尽きたと思うのですが、どうですか。  

事  務  局：  譽田さんの出版予定は存じ上げないのですが、確かにそういった盛り上

がりを見せています。それから実際当館のサポートスタッフ、ボランティ

アのメンバーは 70 代で、 60 代は若いほうです。 70 代、もしくは 80 代とい

う方もいらっしゃるということも十分承知しておりますので、いろいろ配

慮しながらやっていきたいと思います。  

福田委員：  よろしくお願いします。  

岡村会長：  情報発信も電子媒体でやれるような時代になってきたわけだから、そう

いう層に対してどうつないでいくかということ、これもまたしょうがない

話ですよね。いろいろバランスを保ちながらやってください。より多くの

人が来てくれるように。はい、ありがとうございました。  

      それではよろしいですね。これで終わらせていただきます。どうもあり

がとうございました。  


