
東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。東京都埋蔵文化財センター調査研究員をへて、明治大学校地内遺跡調査団で『下原・富士見町
遺跡』（三鷹市・調布市）出土資料の整理作業に従事し、その後現職。
主な論文
２００２「石器製作におけるハンマー素材の推定――実験的研究と考古資料への適用」『第四紀研究 第４１巻６号』
２００４「石器製作実験とは．研究史に見る石器製作実験」『石器づくりの実験考古学』
２００５「遊動型先史狩猟・採集民の食糧獲得」『食糧獲得社会の考古学』
２０１５「第一章 自然のもとで生きた時代〔旧石器時代〕」『新八王子市史 通史編１ 原始・古代』  等

講師：鈴木 美保（すずき みほ）氏 プロフィール

背景画像：吉祥寺南町一丁目遺跡Ｅ地点IV上文化層出土 ナイフ形石器

月 日 土平成３０年８ ２５ 午後１時３０分～午後３時

対 象

会 場

講 師

内 容

申込み

中学生以上 ５０名（定員を超えた場合抽選）
武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース
鈴木 美保 氏（東京大学総合研究博物館学術支援専門職員）
旧石器時代の暮らしや武蔵野台地の主要な遺跡についての講演
※８月１５日（水・必着）までに往復はがき・専用申込みフォーム、または武蔵野ふるさと歴史館で直接お申込みください。
（詳しくは４頁をご覧ください）

「旧石器時代の武蔵野台地
　－石器から復元する遊動型狩猟採集民の行動戦略－」

武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント

公式マスコットキャラクター ©むーくん
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無料!!
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文化財保護委員特別講義

「それは御殿山からはじまった 
　　　　　 －井の頭池遺跡群の発掘」

専門は考古学（特に中近世和鏡）・博物館学史
１９８５年國學院大學文学部助手、１９８７年國學院大學考古学資料館学芸員。２０１５年より國學院大學研究開発推進
機構教授。２０１６年から國學院大學博物館副館長。
博物館資料論、近代博物館における人文資料形成史の研究。出土和鏡研究。
武蔵野市文化財保護委員、杉並区文化財保護審議会委員、相模原市文化財保護審議会委員。
主な著書
２００４『博物館資料の修復と製作』雄山閣　
２０１２『相模原市史』考古編　
２０１３『静嘉堂文庫所蔵松浦武四郎蒐集古物目録』静嘉堂文庫
２０１４『島々の聖地　大島編』國學院大學学術資料センター
２０１８『中世和鏡の基礎的研究　出土鏡編』

講師：内川 隆志（うちかわ たかし）氏 プロフィール

背景画像：御殿山遺跡竪穴住居跡 國學院大學蔵

月 日 日平成３０年９ ２ 午後１時３０分～午後３時

対 象

会 場

講 師

内 容

申込み

中学生以上 5０名（定員を超えた場合抽選）
武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース
内川 隆志 氏（國學院大學博物館副館長・國學院大學研究開発推進機構教授）
井の頭池遺跡群の重要性と文化財保護のあゆみについて
※８月２２日（水・必着）までに往復はがき・専用申込みフォーム、または武蔵野ふるさと歴史館で直接お申込みください。
（詳しくは４頁をご覧ください）

武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント

公式マスコットキャラクター ©むーくん
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ワークショップ

「縄文時代」「縄文時代」 さわってみようさわってみよう
じょう             もん                じ                だい

を

「縄文土器の修復・複製・復元品の活用」『総覧縄文土器』 小林達雄編著
「縄文人の暮らしと現代アート―歴史を再発見・再創造する―」『ひとが優しい博物館―ユニバーサル・ミュージアムの新展開』　
広瀬浩二郎編著
『出会いの造形』（千葉・飛ノ台史跡公園博物館）博物館所蔵の縄文土器を作品化して展示
『ジョモニスム』（新潟・津南町なじょもん）縄文遺物と現代美術の併置展示を企画　
『Ａｒｔｓ ｏｆ Ｊｏｍｏｎ』（東京・スパイラルガーデン、アメリカ・デンバー国際空港）出品
『カケラたちの庭より』　第８回世界考古学会議Ａｒｔ ａｎｄ Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙサテライト展示（京都・建仁寺両足院）
『モノの力 ヒトの力』（東京・國學院大學博物館）出品
『縄文遺物と現代美術　考古学から生まれるアート』 （新潟・津南町なじょもん） 遺物と美術の併置・個展

１９６７年東京生まれ． 國學院大學文学部卒． 府中工房（文化財修復・複製）主宰． 日本考古学協会会員．
主な著作と展示活動
２００８年
２０１６年

２００７年
２００９年
２０１５年
２０１６年
２０１７年 
２０１８年

講師：堀江 武史（ほりえ たけし）氏 プロフィール

深鉢、土偶、ミニチュア土器

月 日 日平成３０年９ ９ 午後１時３０分～３時３０分

む      さし      の

てい  いん

ほ     ご    しゃ どう  はん ねが

こ ば    あい ちゅう せん

れき      し      かん

ほり      え たけ      し ぶん      か      ざい   しゅう   ふく      か ふ    ちゅう   こう     ぼう    しゅ     さい

なぞ がん   りょう

対 象

会 場

講 師

内 容

主 催

参加費

申込み

小学3年～6年生及び中学生 １５名（定員を超えた場合抽選）

※小学３・４年生は、保護者の同伴をお願いいたします

武蔵野ふるさと歴史館 市民スペース

堀江 武史 氏（文化財修復家、府中工房主宰）

縄文って？ 縄文といわれる謎、縄文時代の顔料作りを体験。

作った顔料は持ち帰りできます。

武蔵野市教育委員会

１００円（当日集めます）

※８月３０日（木・必着）までに往復はがき・専用申込みフォーム、または武蔵野ふるさと歴史館で
直接お申込みください。（詳しくは４頁をご覧ください）

武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント武蔵野ふるさと歴史館 平成３０年度第２回企画展「考古学への情熱」関連イベント

公式マスコットキャラクター ©むーくん
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お申込み方法は３つ !! （１）往復はがき、（２）申込みフォーム、（３）直接ご来館
のいずれかでお申込みください。

（1）往復はがきで申込む
往復はがきに申込み事項を記入の上、郵送してください。

宛先 〒１８０-００２２ 武蔵野市境５-１５-５ 武蔵野ふるさと歴史館「（※それぞれのイベント名）」係

1. 「①武蔵野台地 講演会」

2. 住所

3. お名前（ふりがな）

4. 電話番号

5. Eメールアドレス

    （※お持ちの場合）

〒郵便番号

申込みされる方の

住所

氏名

６2

＜返信おもて＞ ＜往信うら＞

※何も書かないでください

〒180-0022

武蔵野市境５-１５-５

武蔵野ふるさと歴史館

「①武蔵野台地 講演会」係

６2

＜往信おもて＞ ＜返信うら＞

1. 「②御殿山 講義」

2. 住所

3. お名前（ふりがな）

4. 電話番号

5. Eメールアドレス

    （※お持ちの場合）

〒郵便番号

申込みされる方の

住所

氏名

６2

＜返信おもて＞ ＜往信うら＞

※何も書かないでください

〒180-0022

武蔵野市境５-１５-５

武蔵野ふるさと歴史館

「②御殿山 講義」係

６2

＜往信おもて＞ ＜返信うら＞

1. 「③縄文 WS」

2. 住所

3. お名前（ふりがな）

4. 電話番号

5. 学校名・学年

6. 保護者名

    （※小学３・４年生の場合）

7. Eメールアドレス

    （※お持ちの場合）

〒郵便番号

申込みされる方の

住所

氏名

６2

＜返信おもて＞ ＜往信うら＞

※何も書かないでください

〒180-0022

武蔵野市境５-１５-５

武蔵野ふるさと歴史館

「③縄文 WS」係

６2

＜往信おもて＞ ＜返信うら＞

❶ ❷ ❸

（3）武蔵野ふるさと歴史館で申込む
返信用はがき１枚をご持参の上、武蔵野ふるさと歴史館の事務室までお越しください。

旧石器時代の
武蔵野台地
－石器から復元する遊動型
狩猟採集民の行動戦略－

それは御殿山
からはじまった 
― 井の頭池遺跡群の発掘

「縄文時代」を
  さわってみよう

❶ ❷ ❸

お申込み８月１５日（水）必着 お申込み８月２２日（水）必着 お申込み８月３０日（木）必着

公式マスコットキャラクター 
©むーくん

講演会 文化財保護委員特別講義 ワークショップ

「

」

「

」

❶ ❷ ❸

（2） 専用申込みフォームで申込む
専用申込みフォームよりお申込みください。

迷惑メール対策等をしている場合は、「elg-front.jp」から連絡が届くように設定してください。

※お申込みいただいた方には当落に関わらずご連絡いたします。返信がない場合は、お手数ですが当館までご確認ください。

申込みフォームはこちらから ➡ 申込みフォームはこちらから ➡ 申込みフォームはこちらから ➡

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shogaigakushu_koza/rekishikan/
E-mail: rekishikan@city.musashino.lg.jp

武蔵境駅より徒歩１２分／ムーバス「武蔵野ふるさと歴史館」バス停下車すぐ／駐車スペースはございません（高齢者・車椅子ご利用の方はご相談ください）

〒180-0022 武蔵野市境5-15-5　Tel 0422-53-1811
 開館時間 午前9時30分～午後5時 休館日 金曜・祝日・年 末 年 始

特別休館日

入場無料

バス停（ムーバス）

亜細亜大学
市民会館

スイングビル

至東小金井 西武多摩川線

JR 中央線

至三鷹
武蔵境駅

武蔵野市立
武蔵野ふるさと歴史館

４


