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御 挨 拶 

 

 広島県立みよし風土記の丘及び広島県立歴史民俗資料館は，昭和 54年のオープン以来，世代を越えて多くの

皆様に「学びとやすらぎの場」として御利用いただいています。 

 みよし風土記の丘は，約 30ｈａの自然の中に点在する 176 基の史跡浄楽寺・七ツ塚古墳群を中心に復原古代

住居，広島県北地方各地から移築した古墳時代の石室や，重要文化財旧真野家住宅及び三次地方の稲作に使用さ

れた農具を展示する民俗資料常設展示館など，文化財と自然が調和した野外ミュージアムです。 

 歴史民俗資料館は，「中国山地と江の川」を主な活動テーマとして，考古学・歴史学・民俗学の観点から調査

研究や資料の収集保管を進めるとともに，展示や学習支援などの各種事業を展開しています。 

 この年報は，平成 29・30年度の２ヵ年の活動報告です。 

 平成 29年度は，夏の特別企画展「みんな大好き！おもちゃの世界－北原コレクションがやってくる－」をは

じめ，２回の特別企画展，春の展示会，新春の展示会，４回の風土記の丘ギャラリーなどを開催しました。前掲

の「みんな大好き！おもちゃの世界」展は，当館と奥田元宋・小由女美術館，三次商工会議所のジョイント事業，

秋の特別企画展「やきもの日本縦断旅－坂口湯呑茶碗コレクション－」は，滋賀県立陶芸の森による企画協力を

得て実施したものです。 

平成 30年度は，夏の特別企画展「お宝発見！北原コレクション展－懐かしいおまけ・人形から現代アートま

で－」をはじめ，２回の特別企画展，春の展示会，新春の展示会，７回の風土記の丘ギャラリーなどを開催しま

した。前掲の「お宝発見！北原コレクション展」は，前年と同様に，当館と奥田元宋・小由女美術館，三次商工

会議所のジョイント事業として，秋の特別企画展「霧に包まれた古墳の謎－大王の時代と三次盆地－」は，当館

の「広島県の古墳」調査研究事業成果の中間報告として実施したものです。 

 学習支援活動としては，文化財講座，ふどきの丘体験教室，歴風トークなどを実施し，文化財に対する関心と

理解を深めていただいています。また，学校教育活動と連携して，見学時における館内・風土記の丘の解説や体

験学習指導を行うとともに，学校へ出かけて授業や体験指導を行うアウトリーチ事業などを行っています。 

今後も，生涯学習を担う社会教育・文化施設として，また学校教育活動を支援する施設として，より一層の活

動の充実を図り，「文化財に関する県民の知識及び教養の向上に資する」という当館の設置目的を果たしていき

たいと考えています。みよし風土記の丘及び歴史民俗資料館への一層の御理解と御支援をいただければ幸いです。 

 

 令和 ２年 ３月 

広島県立みよし風土記の丘所長 

広島県立歴史民俗資料館長 
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１ 沿  革 

 

昭和 32年 ９月 「浄楽寺古墳群」「七ツ塚古墳群」が広島県史跡に指定 
昭和 45年 ９月 風土記の丘建設に関する請願を県議会において採択 
昭和 46年 ８月 文化庁が「浄楽寺古墳群」「七ツ塚古墳群」を中心とする風土記の丘建設予定地を調査 
昭和 47年 ９月 県知事が，県議会において三次市に風土記の丘を設置するための調査を行うことを表明 

10月 「浄楽寺・七ツ塚古墳群」が史跡に指定 
 風土記の丘建設予定地の地形測量委託 
昭和 48年 ２月 県知事が，県議会において三次市に風土記の丘を設置することを表明 

10月 風土記の丘建設予定地の用地買収開始（昭和 49年３月買収完了） 
昭和 49年 12月 風土記の丘建設工事着工，進入路・管理道・駐車場等設置 
昭和 50年 11月 建物敷地・疎生林の造成及び修景植栽等工事着工 
昭和 51年 ９月 標識・説明板・案内板・給水施設・焼却炉・便所・道路標識等を設置 
 みよし風土記の丘仮オープン 
昭和 52年 10月 歴史民俗資料館建設工事着工（昭和 53年５月竣工） 

11月 広島県重要文化財「真野家住宅」解体移転工事着工（昭和 52年 12月移転完了） 
昭和 53年 ４月 広島県文化財保護審議会に歴史民俗資料館展示計画特別部会を設置 

６月 歴史民俗資料館展示計画推進委員を委嘱 
８月 「真野家住宅」の復元工事着工（昭和 53年 12月竣工） 

 歴史民俗資料館展示施設工事着工 
昭和 53年 10月 歴史民俗資料館開設準備室設置 
 歴史民俗資料館展示工事着工（昭和 54年３月工事完了） 
 風土記の丘修景植栽工事・園銘石設置工事着工（11月工事完了） 
昭和 53年 11月 歴史民俗資料館落成式 
昭和 54年 ３月 篠津原第３号古墳横穴式石室移築復元 
 みよし風土記の丘設置及び管理条例公布 
 歴史民俗資料館設置条例公布 

４月 みよし風土記の丘・歴史民俗資料館設置 
 開園式及び開館式，一般公開開始 
 風土記の丘防火用溜池工事着工・完了 

６月 歴史民俗資料館協議会設置 
９月 つどいの家建設工事着工（昭和 55年３月竣工） 
12月 古代住居復原工事着工（昭和 55年３月竣工） 

 みよし風土記の丘友の会結成 
 「真野家住宅」に避雷針・火災報知機の設置工事着工（昭和 55年２月工事完了） 
昭和 55年 １月 「旧真野家住宅」が重要文化財に指定 

３月 古墳説明板・屋外消火栓・自動案内放送設備・防犯燈を設置 
昭和 56年 ３月 宗祐池西遺跡箱形石棺移築復元 

11月 「旧真野家住宅」に放水銃設置工事着手（昭和 57年３月工事完了） 
昭和 59年 ３月 酒屋高塚古墳説明板設置 
昭和 60年 11月 風土記の丘管理道防護柵設置 
昭和 61年 ３月 復原竪穴住居屋根葺替工事完了 

11月 復原高床倉庫・復原平床住居屋根葺替工事完了 
昭和 62年 ９月 古代住居説明板取替工事 
平成 元年 ２月 みよし風土記の丘・歴史民俗資料館を育てる会結成 

５月 みよし風土記の丘・歴史民俗資料館資料館創立 10周年記念式典・記念行事 
 風土記の丘シンボルマーク制定 

６月 歴史民俗資料館増築予定地買収（平成元年 11月造成工事竣工） 
９月 風土記の丘自然野草園開園 
10月 風土記の丘の地形測量委託 
11月 歴史民俗資料館本館改修工事着工（平成２年４月竣工） 

 歴史民俗資料館新館増築工事着工（平成３年３月竣工） 
平成 ２年 ３月 風土記の丘管理道・遊歩道舗装，修景抜開 
 風土記の丘古墳説明板・案内板等改修工事 

５月 歴史民俗資料館本館・民俗資料常設展示館オープン 
７月 野外ふれあいステージ（寄附受納），帆立貝形古墳日時計設置 
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平成 ３年 １月 屋外便所新築工事 
３月 風土記の丘に屋外時計設置（寄附受納） 

 歴史民俗資料館新館落成式 
７月 歴史民俗資料館新館オープン記念式典 

平成 ５年 12月 上水道施設整備竣工 
平成 ６年 ６月 「広島県矢谷古墳出土品」が重要文化財に指定 
平成 ７年 ２月 歴史民俗資料館を博物館登録 

３月 つどいの家トイレ改修工事完了 
平成 ９年 ３月 「広島県矢谷古墳出土品」の特殊器台・特殊壺の解体修理完了 
平成 10年 ３月 「広島県矢谷古墳出土品」の特殊器台・特殊壺の展示ケースへ免震装置設置 
平成 11年 ３月 野外ふれあいステージ改修工事完了 

10月 みよし風土記の丘・歴史民俗資料館開設 20周年記念式典・記念行事 
12月 「江の川流域の漁撈用具」が重要有形民俗文化財に指定 

 文化庁から接収刀剣類（赤羽刀 28口）が譲与 
平成 12年 ２月 「江の川流域の漁撈用具」の指定記念式典 

３月 「旧真野家住宅」・復原竪穴住居・たたら跡屋根葺替え工事完了 
 復原高床倉庫柱改修工事・大型施設案内板設置（駐車場）・監視カメラモニターシステム

等改修工事完了 
平成 13年 ３月 民俗資料常設展示館・復原高床倉庫屋根葺替え工事，電話装置取替工事完了 
平成 14年 ３月 復原平床住居修復工事完了 

５月 みよし風土記の丘・歴史民俗資料館のホームページを開設 

平成 15年 ４月 解説ボランティア活動を開始 

平成 16年 ３月 歴史民俗資料館が文化庁から重要文化財の公開承認施設に承認 

平成 18年 11月 歴史民俗資料館の入館者 100万人達成 

平成 19年 ４月 歴史民俗展示室を開設 

平成 21年 ５月 比治山大学・広島県立歴史博物館との共催講座を開始 

平成 22年 ３月 復原竪穴住居屋根葺替え工事完了 

 小学生向けワークブック「みよしふどきの丘まなぶっく１（常設展示室編）」を刊行 

平成 24年 ３月 復原平床住居屋根葺替え工事完了 

 小学生向けワークブック「みよしふどきの丘まなぶっく２（風土記の丘編）」を刊行 

          ７月 三次商工会議所，奥田元宋・小由女美術館とのジョイント事業を開始 

平成 26年 １月 マスコットキャラクター「ハニワだもん」選定 

平成 27年 ３月 「旧真野家住宅」消防設備改修（放水銃） 

平成 29年 １月 館内消防設備改修（ハロゲン化物消化設備） 

平成 31年 １月 企画展示室空調設備改修（同年３月完了） 

平成 31年 １月 「旧真野家住宅」屋根補修工事着手 
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２ 施 設 の 概 要 

 

(1) 広島県立みよし風土記の丘 

所 在 地  広島県三次市高杉町・小田幸町 

設置目的  浄楽寺・七ッ塚古墳群及び古民家等の文化財を保存し，その活用を図り，もつて県民の文化的 

向上に資する。 

施設の概要 

  総面積  309,450.36㎡ 

史跡 浄楽寺・七ツ塚古墳群（昭和 47年 10月 12日指定） 

    面 積  258,964㎡ 

内 容                                  （単位：基） 

墳 丘 形 態 名 浄楽寺古墳群 七ツ塚古墳群 計 

前 方 後 円 墳 0 1 1 

帆立貝形古墳 1 2 3 

円 墳 98 55 152 

方 墳 17 2 20 

計 116 60 176 
    

設備の概要 

設備名 設置年月 備  考 

重要文化財 旧真野家住宅        １ 

（昭和 55年１月 26日指定） 

昭和 53年 12月 入母屋造，茅葺， 

桁行 14.5ｍ，梁間 9.0ｍ 

移築石室・石棺 

 篠津原第３号古墳横穴式石室  １ 

 酒屋高塚古墳竪穴式石室    １ 

 宗祐池西遺跡箱形石棺     ３ 

 

昭和 54年３月 

 

昭和 56年３月 

 

復原古代住居 

 竪穴住居           １ 

平床住居           １ 

高床倉庫           １ 

昭和 55年３月  

民俗資料常設展示館       １ 平成 ２年５月  

古代たたら跡          １   

帆立貝形古墳日時計       １ 平成 ２年 7月  

ふれあいステージ        １ 平成 ２年７月 寄附受納 

つどいの家           １ 昭和 55年３月  

あずまや            ３   

便 所             ４ 昭和 51年９月 

平成 ３年１月 

 

駐車場             １ 昭和 51年９月 大型バス 10台， 

乗 用 車 64台 

説明・案内板 昭和 51年９月  

消火栓・放水銃 昭和 55年３月  

ポンプ             ２ 昭和 55年３月  

自然野草園           １ 平成 元年９月  

 

(2) 広島県立歴史民俗資料館 

所 在 地  広島県三次市小田幸町 122 

設置目的  歴史・考古・民俗等の資料の収集・保存，調査・研究，展示・学習支援活動等を行い，本県の 

文化財に関する県民の理解を深め，教育・学術・文化の発展に寄与する。 
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施設の概要 

 開館時（当初） 現在（新館増設・本館リニューアル後） 

構  造 鉄筋１階建，一部地階 地下 1階地上 1階 

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

延床面積 1,186.5㎡ 3,712.40㎡ 

 

開館時の面積内訳                   （単位：㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

現在の面積内訳（新館増設・本館改修後）          （単位：㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

部 門 面積 室 名 面積 
展示部門 
収蔵部門 

691.18 収蔵展示室 423.74 
歴史資料特別収蔵室 30.69 
考古資料特別収蔵室 58.39 
民俗資料特別収蔵室 36.44 
仮収蔵室 37.88 
荷捌室兼工作室 91.34 
燻蒸室 12.70 

研究部門 58.41 研究室 30.18 
資料室 19.71 
暗室 8.52 

管理部門 
サービス部門 
そ の 他 

436.91 管理室（事務室） 39.21 
管理人室 24.90 
機械室 117.19 
ホール 157.45 
その他 98.16 

計 1,186.50 

部 門 面積 室 名 面積 
展示部門 811.34 常設展示室 512.82 

企画展示室 254.77 
歴史民俗展示室 43.75 

教育普及部門 252.13 研修室 184.80 
図書室兼資料室 67.33 

収蔵部門 909.51 
 

収蔵庫１ 401.29 
収蔵庫 2 44.29 
特別収蔵庫 97.01 
展示器具収納室 77.40 
荷受け・仮収蔵庫 228.32 
燻蒸室 61.20 

研究部門 135.38 研究室（学芸課） 57.12 
工作室 78.26 

管理部門 626.53 館長室 30.51 
事務室（総務課） 39.21 
会議室 19.41 
準備室 33.20 
湯沸かし室・管理人室 36.83 
倉 庫 39.78 
機械・電気室 360.19 
その他 67.40 

サービス部門 
そ の 他 

977.51 エントランスホール 162.24 
休憩ホール 220.75 
展望ホール 100.80 
便 所 81.55 
廊 下 252.07 
ピロティー 160.10 

計 3,712.40 

■設備の概要 

●電気設備 

 自家発電機（非常用電源），電話設備， 

 自動火災報知設備，ガス漏れ警報設備， 

非常用放送設備，ITV監視設備，防犯 

警報設備 

●空調設備 

 冷温水機（A重油使用），ユニット空調 

機６，全熱交換ユニット１，パッケー 

ジ空調機＋横型エアフィルター２， 

ファンコイルユニット 20，除湿機２ 

●給排水消火設備 

 水道・受水槽・屋内消火栓設備及び 

ハロン消火施設 

●昇降機設備 

 油圧式荷物用エレベーター（２ｔ）１基， 

電動式ホイスト１基，電動式リフト１基 

●視聴覚設備 

 館内ラジオ（日本語・英語） 

 館内ビデオ４（内，手話付き２） 

 AVシステム１，スクリーン１ 

●駐車場など 
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●広島県立みよし風土記の丘（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●広島県立歴史民俗資料館（平面図） 
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３ 平 成 29 年 度 事 業 の 概 要 

 

(1) 展 示 活 動 

ア 常設展示 

 平成２年度にリニューアルオープンした常設展示「ひろしまの原始・古代」は，４つのコーナーで構

成しています。 

① ガイダンスコ－ナ－ －私たちのひろしま－ 

 展示の導入部で，広島県の地形や文化財の位置などを地形模型と大画面の静止画像によって把握できま

す。また，遺跡分布図や年表なども設置しています。 

 ○展示構成 

 広島県の地形と主な文化財，広島県の遺跡分布，歴史年表，展示解説ビデオ（手話・文字解説付き） 

② 通史コ－ナ－ －ひろしまの原始・古代－ 

 広島県内で出土した考古資料約 900点を始め，各時代の概要を説明した解説パネル，模型などを時代順

に展示し，原始・古代の人々の生活の様子や道具の移り変わりなどを展示品によって理解できるようにし

ています。 

 ○展示構成 

 ・地    質  みよし風土記の丘周辺の地史・地質資料 

 ・旧石器時代  三次盆地の旧石器文化，瀬戸内系文化の拡大 

 ・縄 文 時 代  道具の変化，縄文土器と交易 

 ・弥 生 時 代 弥生土器と縄文土器，美しき農民の土器，まつりととむらい，三つに分かれた広島県， 

地域性のある弥生土器，県北部の四隅突出型墳丘墓 

 ・古 墳 時 代 古墳と副葬品の変化，古墳の構造と副葬品，前期古墳，中期古墳，後期古墳， 

霊をはこぶ動物（鳥），鉄と古墳，くらしと生産，土師器と須恵器 

 ・奈良・平安時代 瓦と硯，備後国府跡，下本谷遺跡－推定三次郡衙跡－，広島県の古代寺院，寺町廃寺 

③ みよし風土記の丘学習コ－ナ－ －たどってみよう浄楽寺・七ツ塚の古墳たち－ 

 史跡の浄楽寺・七ツ塚古墳群の全体像を模型やパネルによって分かりやすく展示しています。 

 風土記の丘の 1,000分の１の地形模型を中心に，古墳時代の人々の生活を想像復原したジオラマ，浄楽

寺・七ツ塚古墳群を構成する円墳・方墳・前方後円墳・帆立貝形古墳の模型，石棺の模型などを展示して

います。 

 ○展示構成 

古墳時代の生活，風土記の丘地形模型，風土記の丘の古墳のかたち，古墳の埋葬施設， 

古墳の出土遺物，三次盆地の主な古墳，発掘調査された古墳 

④ 体験コーナー －ふれてみよう原始・古代－ 

 展示資料の中から，各時代の代表的な資料のレプリカ等を，見学者が直接触れることによって，資料に

親しんでもらおうとするものです。復原土器や解説ビデオを設置しています。 

 ○展示構成 

  展示資料解説ビデオ（手話・文字説明付き）設置 

 ・地    質 西酒屋の備北層群大露頭出土のカキ化石 

 ・縄 文 時 代 帝釈馬渡岩陰遺跡出土の縄文土器 

 ・弥 生 時 代 矢原遺跡・新迫南遺跡出土の鹿の絵画土器 

 ・古 墳 時 代 緑岩古墳出土の馬形埴輪・円筒埴輪 

 ・奈良・平安時代 横見廃寺跡・寺町廃寺跡・上山手廃寺跡出土の軒丸瓦 

 ・その他，体験教室でつくった土器等 
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イ 民俗資料常設展示 

 「農耕の四季－みよし地方で使われてきた農具－」と題し，県北部の農業の中心である稲作の春・夏・

秋・冬の仕事を概観し，先人たちが努力と知恵によって創意工夫された農具の種類や変遷などが理解で

きるように約 50点の資料を展示しています。 

○展示構成 

春・夏： 風呂鍬，種おさえ，苗代除草機，代かき馬鍬，苗かご，田植枠など 

秋・冬： 手押稲刈機，千歯，足踏脱穀機，泥臼，唐箕，万石，俵シメ機など 

 

ウ 特別企画展 

(ｱ) 夏の特別企画展「みんな大好き！おもちゃの世界－北原コレクションがやってくる－」 

     広島県立歴史民俗資料館，奥田元宋・小由女美術館，三次商工会議所ジョイント事業 

趣  旨：子どもの頃，誰もが親しみ夢中となったおもちゃ。大人になっても心の中で光り輝くもの

があります。こうしたおもちゃは，時代と共に材質やモデルが移り変わり，人々の暮らし

や世相を反映しています。 

今回，おもちゃコレクターとして知られる北原照久氏のコレクションを通して，子ども

たちが遊び親しみ，大人たちの心の宝物であるおもちゃの世界を紹介します。戦前から現

代までおもちゃをテーマごとに展示し，各世代がおもちゃと遊び，親しんだ当時の世界に

タイムスリップしていただく展示会です。 

展示構成：序 章 北原コレクション誕生 

第１章 歴史のあるおもちゃ 

第２章 ブリキのおもちゃ全盛期 

第３章 様々なおもちゃ 

     トピックス トキワ荘 

期  間： 平成 29年７月 ７日（金）～９月 ３日（日） 

主  催： 広島県立歴史民俗資料館 

後  援：  三次市，三次市教育委員会，一般社団法人広島県観光連盟，一般社団法人三次市観光協会， 

    中国放送，広島テレビ，広島ホームテレビ，テレビ新広島， 

株式会社三次ケーブルビジョン，広島エフエム放送，エフエムふくやま，中国新聞社 

    企画協力： 株式会社トイズプランニング 

    入館者数： 7,530人 

関連行事： スペシャル講演会 

          期 日： ７月 23日（日） 

          演 題： 「コレクションの愉しみ」 

          講 師： 北原 照久（ブリキのおもちゃ博物館 館長） 

         スペシャルイベント 

          期 日： ８月 27日（日） 

          協 力： 一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 

         展示解説会 
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          期 日： ７月 ９日（日），８月 13日（日） 

          解 説： 島田 朋之（当館） 

 

         ワークショップ 

         協 力：ＮＰＯ法人三次科学技術教育協会，一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 

          期 日： ７月 ９日（日）   「やじろべえを作ろう」 

          期 日： ７月 16日（日）   「風で動く車を作ろう」 

          期 日： ７月 17日（月・祝） 「浮き沈みの科学～浮沈子を作ろう～」  

          期 日： ７月 30日（日）   「ベンハムのコマを作ろう」 

           期 日： ８月 ５日（土）   「トランスパレントを作ろう」 

           期 日： ８月 11日（金・祝） 「ゴム鉄砲を作ろう」 

           期 日： ８月 11日（金・祝） 「ペットボトルロケットを飛ばそう」 

           期 日： ８月 12日（土）   「ビー玉コロコロ」 

期 日： ８月 13日（日）   「糸電話を作ろう」 

           期 日： ８月 13日（日）   「ペットボトルロケットを飛ばそう」  

           期 日： ８月 20日（日）   「光の科学～万華鏡を作ろう～」  

           期 日： ８月 26日（土）   「水鉄砲を作って遊ぼう」  

           期 日： ８月 26日（土）   「スーパー竹とんぼを作ろう」  

 

(ｲ) 秋の特別企画展「やきもの日本縦断旅－坂口湯呑茶碗コレクション－」 

趣  旨： 日本を代表する文化の一つである「やきもの」。中でも「湯呑茶碗」は，家庭や職場で頻

繁に使われる個人専用の器として，日本人に最も親しまれているやきものといえるでしょ

う。今回ご紹介する滋賀県立陶芸の森所蔵の「坂口湯呑茶碗コレクション」は，明治時代

末期から昭和時代前期にかけ，坂口恭逸氏（1884～1965）によって収集された湯呑茶碗の

個人コレクションです。 

本展では，同コレクションの紹介によって近代日本陶磁の多彩な技巧を一堂にご覧いた

だくとともに，同じく近代に三次盆地周辺で焼かれていた「石見焼系陶器」を展示し，知

る人ぞ知る郷土のやきものの歴史をご紹介します。 

展示構成： 第１部 坂口湯呑茶碗コレクション 

          第２部 備後北部のやきもの 

    期  間： 平成 29年９月 22日（金）～11月 26日（日） 

    主  催： 広島県立歴史民俗資料館 

    企画協力： 滋賀県立陶芸の森 

    後  援： 三次市，三次市教育委員会，一般社団法人広島県観光連盟，一般社団法人三次市観光協会， 

ＮＨＫ広島放送局，中国放送，広島テレビ，広島ホームテレビ，テレビ新広島， 

         株式会社三次ケーブルビジョン，広島エフエム放送，エフエムふくやま，中国新聞社 

    入館者数：2,559人 

関連行事：記念講演会① 
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          期 日： ９月 30日（土） 

          演 題： 「うるわしき近代日本のやきもの」 

          講 師： 外舘 和子（美術評論家・国際陶芸アカデミー会員） 

         記念講演会② 

期 日： 10月 21日（土） 

演 題： 「湯呑茶碗で日本縦断旅」 

          講 師： 大槻 倫子（滋賀県立陶芸の森 専門学芸員） 

         展示解説会 

          期 日： 10月 15日（日），11月 19日（日） 

          解 説： 村田 晋（当館） 

         本格陶芸ワークショップ① 

          期 日： ９月 23日（土）「湯呑のロクロびき」「一輪挿しのロクロびき」 

               ９月 24日（日）同上 

          講 師： 芳賀 稔（三良坂町陶芸学習舎） 

         本格陶芸ワークショップ② 

          期 日： 10月１日（日）「小皿の手びねり」 

               10月７日（土）「湯呑の絵付け」 

          講 師： 佐藤俊郎（志和地窯） 

          備 考： 本格陶芸ワークショップ①・②は，公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財

団の助成を受けて実施 

         本格陶芸ワークショップ作品展 

期 間： 11月 １日（水）～11月 26日（日） 

         土器づくりワークショップ 

          期 日： 10月 29日（日）「土器づくり」 

               11月 19日（日）「土器焼き」 

          講 師： 村田 晋（当館） 

 

エ 展示会 

(ｱ) 春の展示会「ひろしま遺跡再発見！－広島大学考古学研究室の歩みとともに－」 

趣  旨： 広島県の考古学の歩みをたどる時，広島大学の存在は欠かせないと言えます。広島大学

考古学研究室は開設から 50年を経過し，その間，現在の広島県の考古学の基礎をなす重要

遺跡の発掘調査を行ってきました。また，近世以前の広島県の重要産業であったたたら製

鉄についても，全国有数の実績と資料を有しています。 

この展示会では，広島大学所蔵資料を中心とした重要遺跡出土資料及び三次工業団地や

中国自動車道の建設に伴って出土した資料を紹介します。 

展示構成： 第１部 広島大学考古学研究室と広島県の考古学 

      第２部 三次工業団地の造成で見つかった遺跡 

期  間： 平成 29年４月 21日（金）～６月 11日（日） 
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主  催： 広島県立歴史民俗資料館 

特別協力： 広島大学大学院文学研究科考古学研究室 

入館者数： 4,905人 

関連行事： 記念講演会① 

期 日： ４月 22日（土） 

           演 題： 「広島大学と広島の考古学」 

           講 師： 古瀬 清秀（広島大学 名誉教授） 

記念講演会② 

期 日： ５月 20日（土） 

           演 題： 「ひろしまの考古学を彩る人々」 

           講 師： 後藤 研一（広島修道大学 非常勤講師） 

展示解説会 

           期 日： ４月 30日（日・祝），５月 28日（日） 

           解 説： 葉杖 哲也（当館） 

ふどきの丘春まつり 

           期 日： ５月 14 日（日） 

           テーマ： 昔・むかしの体験イベント大集合！ 

 

(ｲ) 新春の展示会「春を待つ三次人形とひな人形」 

趣  旨： 「ひな祭り」は，ひな人形を飾り，桃の花や白酒を供えて女の子の健やかな成長と幸せ

を祈る行事ですが，広島県北部では旧暦の３月３日を「節句」と呼んで男女共に祝いまし

た。また，江戸時代以降，初節句を迎える子どもに土人形「デコ」を贈り，ひな壇に並べ

て子どもの健やかな成長を祝いました。 

本展では，明治時代から平成に至るまでのひな人形の移り変わりを展示するとともに，

製作技術をとおして素朴な中にも美しい三次人形を紹介します。 

展示構成： 第１章 三次人形の製作技術 

      第２章 新旧のひな人形 

期  間： 平成 30年１月 26日（金）～３月 25日（日） 

主  催： 広島県立歴史民俗資料館 

入館者数： 2,444人 

関連行事： 記念講演会① 

期 日： ３月 ３日（土） 

           演 題： 「三次人形とひな人形の歴史」 

           講 師： 三谷 範子（福山自動車時計博物館 学芸員） 

展示解説会 

           期 日： ２月 ４日（日），３月 18日（日） 

           解 説： 大上 裕士（当館） 

          箏・尺八演奏会 
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           期 日： ２月 24日（土），２月 25日（日） 

           演 奏： 中村 幹枝（箏），糸谷 京山（尺八） 

おひなまつりの気楽なお茶席 

 期 日： ３月 17日（土） 

           お点前： 当館歴風ボランティア 

 

(ｳ) 風土記の丘ギャラリー 

名  称 期  間 作家・所蔵者等 種 別 

県北の鉄道－急行列車が行く－ 
平成 29年 

４月 14日（金）～６月 25日（日） 
個人 写真 

古墳の森のきのこたち ９月 15日（金）～11月 ５日（日） 衛藤 慎也 写真 

野草の里 写真展 11月 17日（金）～12月 24日（日） 菅 昭和 写真 

ちょっと懐かしい暮らしの道具 
平成 30年 

１月 19日（金）～３月 25日（日） 
当館・個人 民俗 

 

(ｴ) 展示会「中国山地豊かな自然写真展」 

趣  旨： 庄原市立比和自然科学博物館主催の「第 28回中国山地豊かな自然写真コンテスト」入賞

全作品を紹介します。 

期  間：平成 30年１月 11日（木）～１月 28日（日） 

主  催：庄原市立比和自然科学博物館 

 

(ｵ)その他の展示 

名  称 期  間 作家・所蔵者等 種 別 

広島県・ハワイ州友好提携 20周

年記念 広島から世界へ－移住

の歴史と日系人の暮らし－ 

平成 29年 

12月 12日（火）～12月 24日（日） 

同記念事業実行

委員会 
パネル 

三次市立田幸小学校６年生 

古代の技術に挑戦！ 

平成 30年 

２月 24日（土）～３月 15日（木） 

田幸小学校６年

生 
陶芸 

稲亭物怪録の世界～三次の妖怪

絵巻物～ 

（会場：広島県立図書館） 

３月 13日（火）～５月 13日（日） 当館 
パネル 

図書 

 

(2) 学 習 支 援 活 動 

 学習支援活動は，文化財講座・歴風トーク・ふどきの丘体験教室・歴風ボランティア研修講座・文化財探

訪会・七夕まつり・ふどきの丘まつり等を開催し，県内外の方々の生涯学習を支援するとともに，文化財に

ついての知識や理解を深めていただくために実施しました。 

ア 文化財講座 

文化財についてより深く理解することを目的に，県内外の研究者を招き，各種のテーマで５回の講座を

開催しました。 

回数 期 日 演  題 講  師 
参加

人数 

１ 
４月 22日 

（土） 
広島大学と広島の考古学 

広島大学名誉教授 

 古瀬 清秀 
88 
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２ 
５月 20日 

（土） 
ひろしまの考古学を彩る人々 

広島修道大学 

 後藤 研一 
34 

３ 
９月 30日 

（土） 
うるわしき近代日本のやきもの 

美術評論家・国際陶芸アカデミー

会員 外舘 和子 
47 

４ 
10月 21日 

（土） 
湯呑茶碗で日本縦断旅 

滋賀県立陶芸の森 

大槻 倫子 
31 

５ 
３月 ３日 

（土） 
三次人形とひな人形の歴史 

福山自動車時計博物館 

三谷 範子 
35 

計 235 

 

イ 特別講演会・公演会 

回数 期 日 演  題 講  師 
参加

人数 

１ 
４月 29日 

（土） 
平家琵琶の調べ 

平曲弾き語り奏者 

 荒尾 努 
67 

２ 
７月 23日 

（日） 
コレクションの愉しみ 

ブリキのおもちゃ博物館館長 

北原 照久 
262 

計 329 

 

ウ ふどきの丘体験教室 

児童･生徒とその保護者及び一般の方に歴史や文化ついての興味や関心を高めるとともに，知識や理解を

深めるため体験的な内容の教室を実施しました。 

回数 期 日 テ ー マ 講 師 会 場 
参加

人数 

１ 
５月 14日 

（日） 

こふんの森たんけん① 

春のネイチャーゲーム 

広島さとやまシェアリ

ングネイチャーの会 
風土記の丘 18 

２ 
７月 22日 

（土） 
土器・ハニワをつくろう１ 

当館 

 村田 晋 
つどいの家 86 

３ 
８月 12日 

（土） 

古墳時代の首飾りをつくろ

う 

当館 

村田 晋 
つどいの家 35 

４ 
10月 14日 

（土） 

こふんの森たんけん② 

秋のネイチャーゲーム 

広島さとやまシェアリ

ングネイチャーの会 
風土記の丘 13 

５ 
11月 11日 

（土） 
土器・ハニワをつくろう２ 

当館 

 葉杖 哲也 
つどいの家 19 

６ 
12月 23日 

（土・祝） 
つばき油をつくろう 

ＮＰＯ法人ほしはら山

のがっこう 

三次科学技術教育協会 

研修室 64 

７ 
２月 17日 

（土） 

こふんの森たんけん③ 

野鳥かんさつ 

日本鳥類保護連盟会員 

 漆谷 光名・濵田 展也 
風土記の丘 25 

計 260 

 

エ 歴風トーク 

当館の職員や県内で活動する研究者が，最近の考古・歴史・民俗の身近な話題をテーブルーク形式で提

供し，参加者との意見交換を通して，歴史や文化について理解を深めてもらうため実施しました。 

回数 期 日 テ ー マ 話題提供者等 
参加

人数 

１ 
12月 10日 

（日） 

国史跡寺町廃寺跡と水切瓦につい

て考える 

当館 

 島田 朋之 
25 

２ 
１月 14日 

（日） 

毛利元就次男の元春が吉川家を相

続するということ 

広島県立歴史博物館 

 木村 信幸 
30 
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３ 
２月 11日 

（日） 

神話と考古学の接点を探る～『古

事記』の「比婆之山」をめぐって

～ 

庄原市教育委員会 

 稲村 秀介 
55 

４ 
３月 18日 

（日） 
中世遺跡と向き合って 

当館 

 下津間 康夫 
66 

計 176 

 

オ 比治山大学共催講座 

比治山大学・県立歴史博物館・当館では，お互いに職員を派遣して研究成果を公開する共催講座を開催

しており，当館では１回の講座を実施しました。 

回数 期 日 演  題 講  師 
参加

人数 

１ 
11月 ４日 

（土） 
古典に見る言葉の文化史 

比治山大学 

刀田 絵美子 
27  

計 27  

 

カ 展示解説会 

特別企画展や展示会の開催に際して，当館の職員が展示解説会を実施しました。 

期 日 内  容 解 説 参加人数 

４月 30日（日・祝） 春の展示会「ひろしま遺跡再発見！」 葉杖 哲也 28 

５月 28日（日） 春の展示会「ひろしま遺跡再発見！」 葉杖 哲也 25 

７月 ９日（日） 夏の特別企画展「みんな大好き！おもちゃの世界」 島田 朋之 28 

８月 13日（日） 夏の特別企画展「みんな大好き！おもちゃの世界」 島田 朋之 28 

10月 15日（日） 秋の特別企画展「やきもの日本縦断旅」 村田 晋 21 

11月 19日（日） 秋の特別企画展「やきもの日本縦断旅」 村田 晋 16 

２月 ４日（日） 新春の展示会「春を待つ 三次人形とひな人形」 大上 裕士 10 

３月 18日（日） 新春の展示会「春を待つ 三次人形とひな人形」 大上 裕士 10 

計 166 

 

キ 歴風ボランティア 

◆歴風ボランティア研修講座 

 当館におけるボランティア活動を支援するため，年間７回の研修講座等を開催しました。今年度の新規

参加者は７名，修了者は５名でした。 

回数 期 日 内 容 講 師 会 場 
参加

人数 

１ 
５月 21日 

（日） 

ガイダンス・バックヤードツ

アー 

当館 葉杖 哲也 

      田邊 英男 

研修室・バッ

クヤード 
2 

２ 
６月 ４日 

（日） 

史跡 浄楽寺・七ツ塚古墳群と

重要文化財 旧真野家住宅 

当館 葉杖 哲也 

田邊 英男 
風土記の丘 4 

３ 
６月 18日 

（日） 
常設展見学と勾玉作り 当館 葉杖 哲也 常設展示室 6 

４ 
７月 ９日 

（日） 

古代の技術に挑戦！① 

「土器・埴輪をつくる」 
当館 葉杖 哲也 

トラックヤ

ード 
8 

５ 
９月 ３日 

（日） 
私の「一押し」研究発表！ 

三次市教育委員会 

 友廣 美和 

歴風ボランティア 

 谷井 宏 

研修室 16 

６ 
10月 22日 

（日） 

謎解きツアー 

県北の古代遺跡 

当館 葉杖 哲也 

村田 晋 

県北部の弥

生墳丘墓 
14 
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７ 
11月 12日 

（日） 

古代の技術に挑戦！② 

「土器・埴輪を焼く」 
当館 葉杖 哲也 つどいの家 10 

８ 
３月 11日 

（日） 
平成 29年度研修講座修了式 

当館 下津間 康夫 

葉杖 哲也 
研修室 11 

計 71 

 

◆解説ボランティア活動 

平成 29年度は 25名が登録し，常設展示の解説，体験活動・イベントのサポートなどを行いました。 

 

ク 七夕まつり 

みよし風土記の丘・歴史民俗資料館を育てる会との共催で実施しました。 

期 日 内   容 会 場 
参加

人数 

７月１日（土） 七夕の飾りつけ，風船ヨーヨー釣りなど 風土記の丘 120 

 

ケ 風土記の丘まつり 

周辺の市町や博物館等の協力を得て，歴史的体験イベントを集結しました。 

期 日 名 称 内 容 （ 協 力 者 等 ） 
参加

人数 

５月 14日 

（日） 
春まつり 

勾玉作り（島根県立古代出雲歴史博物館），銅鏃作り（庄原市教育委

員会），わら縄作り（庄原市文化財ボランティアガイド），土笛作り

（世羅町すずらんボランティアガイド），ぬり絵体験（尾道市），投

壺・組みひも作り（府中市教育委員会），中世衣装体験（広島県立歴

史博物館），餅つき・復原古代住居体験（当館・歴風ボランティア） 

1,000 

10月 14日 

（土） 
秋まつり 

勾玉作り（島根県立古代出雲歴史博物館），銅鏃作り（庄原市教育委

員会），昔の道具で炊飯（庄原市文化財ボランティアガイド），土笛作

り（世羅町すずらんボランティアガイド），投壺・組みひも作り（府

中市教育委員会），妖怪ぬり絵と貼り絵（三次市教育委員会），中世

衣装体験（広島県立歴史博物館），お茶会・復原古代住居体験（当館・

歴風ボランティア） 

741 

計 1,741 

 

コ 各種行事 

期 日 名  称 内  容 
参加

人数 

７月 ９日（日） 夏の特別企画展関連行事 やじろべえを作ろう 40 

７月 16日（日） 夏の特別企画展関連行事 風で動く車を作ろう 43 

７月 17日（月・祝） 夏の特別企画展関連行事 浮き沈みの化学～浮沈子を作ろう 36 

７月 30日（日） 夏の特別企画展関連行事 ベンハムのコマを作ろう 23 

８月 ５日（土） 夏の特別企画展関連行事 トランスパレントを作ろう 28 

８月 11日（金・祝） 夏の特別企画展関連行事 ゴム鉄砲を作ろう！ 39 

８月 11日（金・祝） 夏の特別企画展関連行事 ペットボトルロケットを飛ばそう 79 

８月 12日（土） 夏の特別企画展関連行事 ビー玉コロコロ 55 

８月 13日（日） 夏の特別企画展関連行事 糸電話を作ろう 33 

８月 13日（日） 夏の特別企画展関連行事 ペットボトルロケットを飛ばそう 61 
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８月 20日（日） 夏の特別企画展関連行事 光の科学～万華鏡を作ろう 60 

８月 26日（土） 夏の特別企画展関連行事 水鉄砲を作って遊ぼう 55 

８月 26日（土） 夏の特別企画展関連行事 スーパー竹とんぼを作ろう 45 

８月 27日（日） 夏の特別企画展関連行事 TAKE－１グランプリ 98 

９月 23日（土・祝） 秋の特別企画展関連行事 湯呑のロクロびき 23 

９月 23日（土・祝） 秋の特別企画展関連行事 一輪挿しのロクロびき 6 

９月 24日（日） 秋の特別企画展関連行事 湯呑のロクロびき 6 

９月 24日（日） 秋の特別企画展関連行事 一輪挿しのロクロびき 12 

10月 １日（日） 秋の特別企画展関連行事 小皿の手びねり 17 

10月 ７日（土） 秋の特別企画展関連行事 湯呑の絵付け 22 

10月 28日（土） ギャラリー展「古墳の森のきの

こたち」関連行事 

きのこ博士＆きのこシェフ 17 

10月 29日（日） 秋の特別企画展関連行事 土器づくり 10 

11月 19日（日） 秋の特別企画展関連行事 土器焼き 15 

11月 25日（土） 三次地方史研究会・芸備友の会

共催行事 

三次地域の古墳研究報告・討論会「三

次の古墳を探る」 

88 

11月 26日（日） 三次市教育委員会・三次地方史

研究会共催行事 

スペシャル見学会「三次の古墳と史跡

浄楽寺・七ツ塚古墳群の謎に迫る」 

120 

12月 ９日（土） 江の川水系漁労文化研究会共催

行事 

里川復活祭!!２０１７ 108 

２月 24日（土） 新春の展示会関連行事 ひなまつり演奏会 69 

２月 25日（日） 新春の展示会関連行事 ひなまつり演奏会 43 

３月 17日（土） 新春の展示会関連行事 おひなまつりの気楽なお茶席 129 

計 1,380 

 

サ 博物館実習 

期  間 受 入 大 学 名 人数 

８月 １日（火）～６日（日） 京都造形芸術大学，八洲学園大学，広島大学，首都大学東京，

鳥取大学 

6 

 

シ 教員免許更新講習（福山市立大学主催） 

期 日 内   容 参加人数 

８月 18日（金） 講義「遺跡と博物館」・「学校教育における「風土記の丘」の活用」，勾

玉作り，資料館・風土記の丘見学，筆記試験 

41 

 

ス 職場体験・インターンシップ等 

期  間 受 入 学 校 名 人数 

８月 １日（火）～ ４日（金） 中学生職場体験 三次市立塩町中学校，三次市立川地中学校 3 

８月 22日（火）～25日（金） 中学生職場体験 三次市立十日市中学校 4 

計 7 

 

セ 学校等学習支援活動① （出前授業・アウトリーチ） 

期 日 派 遣 先 内  容 

５月３日（水・祝） 出雲弥生の森博物館 弥生土器炊飯 

５月 23日（火） 高陽東高等学校２年生 古代の火おこし 



- 16 - 

 

５月 27日（土） 府中市資料館フェスタ ３Ｄパズル組立体験 

６月 ６日（火） 高陽東高等学校２年生 古代の炊飯 

６月 ９日（金） 三次市立八幡小学校５・６年生 土器作り 

６月 20日（火） 高陽東高等学校２年生 勾玉作り 

６月 27日（火） 高陽東高等学校２年生 近代の炊飯 

６月 28日（水） 三原市立本郷小学校６年生 土器作り 

６月 30日（金） 福山市立光小学校６年生 土器作り 

７月 12日（水） 三次市立神杉小学校６年生 土器作り 

７月 13日（木） 三次市立塩町小学校６年生 勾玉作り 

７月 17日（月） A-CITY子供会 勾玉作り 

７月 27日（木） 竹原市立荘野小学校６年生 勾玉作り 

７月 30日（日） 島根県立古代出雲歴史博物館 土器炊飯 

８月 ５日（土） 大竹会館 勾玉作り 

８月 22日（火） 廿日市市立宮島小・中学校５・７年生 火おこし 

８月 29日（火） 高陽東高等学校２年生 河川文化 

９月 13日（水） 三次市立和田小学校６年生 寺町廃寺について 

９月 15日（金） 三次市立田幸小学校６年生 土器作り 

10月 10日（火） 高陽東高等学校２年生 土器作り 

10月 11日（水） 三次市立田幸小学校６年生 土器焼き 

10月 25日（水） 福山市立光小学校６年生 土器焼き 

11月 １日（水） 三次市立神杉小学校６年生 土器焼き 

11月 ７日（火） 高陽東高等学校２年生 土器焼き 

11月 17日（金） 三次市立八幡小学校５・６年生 土器焼き 

11月 24日（金） 安芸高田市立甲立小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

11月 24日（金） 三次市立三次小学校６年生 勾玉作り 

11月 28日（火） 高陽東高等学校２年生 もののけ文化 

12月 15日（金） 三次市立和田小学校６年生 史跡寺町廃寺跡 

１月 18日（木） 府中町立府中東小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

１月 19日（金） 廿日市市立宮島小学校３年生 昔の道具の授業 

１月 20日（土） 尾道市立栗原北小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

１月 23日（火） 三次市立和田小学校６年生 土器作り 

１月 24日（水） 尾道市立三成小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 １日（木） 三次市立三次小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ２日（金） 三原市立南小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ６日（火） 福山市立光小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 13日（火） 東広島市立高美が丘小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 15日（木） 庄原市立東小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 20日（火） 三次市立粟屋小学校３・４年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 21日（水） 福山市立柳津小学校５年生 土器作り 

２月 22日（木） 三次市立八次小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 23日（金） 三次市立三和小学校３年生 土鍋炊飯体験 

２月 25日（日） 御衣尾子ども会 勾玉作り 

２月 27日（火） 三次市立十日市小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

３月 ６日（火） 安芸高田市立船佐小学校３年生 土鍋炊飯体験 

３月 ７日（水） 三次市立和田小学校６年生 土器焼成 

３月 13日（火） 三次市立酒河小学校６年生 勾玉作り 

 

ソ 学校等学習支援活動② （来館対応） 

期 日 来 館 者 内  容 

４月 14日（金） なぎさ中学校２年生 常設・園内見学，勾玉作り 

４月 19日（水) 三次市立神杉小学校６年生 常設見学 

４月 25日（火） 山陽女学園３年生 常設・園内見学，炊飯体験 

４月 25日（火） 三次市立酒河小学校６年生 常設・企画・園内見学 

４月 25日（火） 三次市立田幸小学校６年生 常設・企画見学 
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４月 25日（火） 三次市和田小学校６年生 常設・企画・園内見学 

４月 26日（水） 比治山女子中学校２年生 常設・企画・園内見学 

４月 28日（金） 三次市立神杉小学校全校生 常設・企画見学 

５月 １日（月） 広島市立可部小学校６年生 常設・企画・園内見学 

５月 １日（月） 三次市立粟屋小学校５・６年 常設・企画・園内見学 

５月 ２日（火） 三次市立神杉小学校６年生 園内見学 

５月 ２日（火） 尾道市立栗原北小学校６年生 常設・企画・園内見学 

５月 ２日（火） 広島市立深川小学校６年生 園内見学，勾玉作り 

５月 ９日（火） 三次市立八次小学校６年生 常設・企画・園内見学 

５月 ９日（火） 三次市川地小学校６年生 常設・企画・園内見学 

５月 10日（水） 三次市立安田小学校６年生 常設見学，炊飯体験 

５月 10日（水） 三次市立三次小学校６年生 常設・企画・園内見学 

５月 11日（木） 三次市立みらさか小学校６年生 常設・園内見学 

５月 12日（金） 三次市十日市小学校６年生 常設・園内見学 

５月 12日（金） 三次市立田幸小学校６年生 園内見学 

５月 21日（日） 三次高等学校有志 講義，常設・企画見学，体験学習 

５月 27日（土） 福山市立大学博物館見学実習生 常設・企画・園内見学 

５月 31日（水） 三次市立八幡小学校６年生 常設・企画・園内見学 

６月 ２日（金） 広島市立長束西小学校６年生 常設・園内見学 

７月 14日（金） 三次市立十日市中学校特別支援学級 常設・企画・園内見学，勾玉作り 

７月 18日（火） 三次市立甲奴小学校６年生 常設・企画・園内見学，炊飯，火おこし 

７月 29日（土） 三次・日彰館高等学校有志 古墳平板測量 

８月 ４日（金） 福山暁の星女子中学校１年生 常設・企画・園内見学，勾玉作り 

８月 ５日（土） 國學院大学博物館見学実習生 常設・企画・園内・バックヤード見学 

９月 ８日（金） 三次市立田幸小学校６年生 茶道体験 

９月 12日（火） 三次市立塩町中学校１年 インタビュー 

９月 15日（金） 県立広島大学博物館見学実習生 常設・バックヤード見学 

９月 16日（土） 三次・日彰館高等学校有志 古墳平板測量 

10月 20日（金） 広島大学附属小学校４年生 羽釜炊飯，河川文化と稲生の授業 

10月 27日（金） 庄原市立総領小学校６年生 常設・企画・園内見学，火おこし，土器炊

飯 

11月 15日（水） 三次市立塩町中学校特別支援学級 常設見学 

11月 19日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳平板測量 

12月 ９日（土） 近畿大学附属中学校東広島校１・２年生 常設・園内見学，土鍋炊飯 

12月 27日（水） 三次・日彰館高等学校有志 古墳平板測量 

１月 27日（土） 三次・日彰館高等学校有志 土器作り 

１月 30日（火） 三次市立川西小学校３・４年生 昔の道具の授業，ギャラリー見学 

２月 ７日（水） 三次市立田幸小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ８日（木） 三次市立酒河小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ８日（木） 三次市立和田学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ９日（金） 三次市立三和小学校３年生 昔の道具の授業 

２月 14日（水） 三次市立川地小学校３年生 七輪体験 

２月 16日（金） 三次市立神杉小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 18日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳平板測量 

２月 27日（火） 三次市立青河小学校３・４年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

３月 17日（土） 三次・日彰館高等学校有志 土器焼き，土鍋炊飯 

 

タ 館外講演・研究発表 

期 日 演 題 等 依 頼 先 等 担 当 
参加 

人数 

５月 21日（日） 
日本霊異記に出てくる「三谷寺」

は寺町廃寺なのか 

三次歴史塾，暮らしサ

ポート三次 

島田 朋之 21 

６月 11日（日） 
渡来系要素からみた帆立貝形古

墳の性格 

中国四国歴史学地理

学協会 

村田 晋 25 
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７月 13日（木） 

みよし風土記の丘ミュージアム

とみよし風土記の丘について，勾

玉作り 

青河自治振興会シル

バー大学 

田邊 英男 32 

７月 22日（土） 三次鵜飼 
国立民族学博物館友

の会 

葉杖 哲也 27 

７月 23日（日) 広島県の神楽 
国立民族学博物館友

の会 

田邊 英男 27 

８月 21日（月) 博物館と社会教育 

広島大学大学院教育

学研究科 社会教育

主事講習 

下津間 康夫 40 

10月 21日（土） 
中国太郎を旅する－江の川の河

川文化－ 

比治山大学共催事業

シティカレッジ 

田邊 英男 
45 

10月 25日（水) 
小学校社会科「授業に役立つ教材

開発（昔の道具と人々の暮らし） 

教育センター専門講

座 

田邊 英男 

島田 朋之 
14 

１月 17日（火） 稲生物怪録 

県立広島大学庄原キ

ャンパス フィール

ド科学 

島田 朋之 

152 

 

チ 資料の活用 

◆資料の出版・ホームページ掲載・撮影・熟覧 

番号 利 用 者 利 用 目 的 利 用 資 料 名 許 可 日 

１ 広島県立歴史博物館 

「卑弥呼の時代の備後南部」

展示パネルの作成及び広報

資料等への掲載 

矢谷遺跡出土特殊器台・特

殊壺画像 
４月 27日 

２ 
株式会社広島ホームテ

レビ 

ニュース番組「J ステーショ

ン」内での使用 
稲生物怪録画像 ５月 11日 

３ 
朝日新聞大阪本社広島

総局 
新聞記事への掲載 

矢谷遺跡MS2出土ガラス小

玉画像 
５月 16日 

４ 岩本 崇 

科学研究費基盤研究 C「青銅

器からみた古墳時代の器物

生産構造と社会」に関わる研

究活動のため 

横路小谷第１号古墳出土

銅鏡ほか 
５月 30日 

５ 及川 穣 研究活動のため 下本谷遺跡出土石器 ７月 28日 

６ 
和歌山県立紀伊風土記

の丘 

「道が織りなす旅と文化」で

の展示及び印刷物への掲載 
稲亭物怪録画像 ８月 16日 

７ 三次市教育委員会 
「みよし古墳巡りマップ」へ

の掲載 

酒屋高塚古墳出土画文帯

神獣鏡，緑岩古墳出土馬形

埴輪，浄楽寺・七ツ塚古墳

群近景，常設展示室の状況

画像 

11月11日 

８ 三次市教育委員会 

「岩脇遺跡発掘調査・岩脇古

墳群測量調査報告書」への掲

載 

岩脇古墳調査基金寄附帳

画像 
11月24日 

９ 庄原市教育委員会 文化財指定事務のため 
木造千手観音坐像 附 厨

子 
12月11日 

10 安部 宏三 
「わが郷土道上のあゆみ」へ

の掲載 

亀山第１号古墳出土短甲

画像 
12月21日 

11 三次市教育委員会 
「三次市文化財マップ」への

掲載 

七ツ塚古墳群近景，江の川

流域の漁撈用具，旧真野家

住宅（移築後）画像 

３月 ４日 

12 庄原市教育委員会 
「佐田谷・佐田峠墳墓群発掘

調査報告書」（３）への掲載 

佐田谷１号墓出土土器，殿

山 38 号墓出土土器，戸宇

大仙山D地点遺跡出土土器 

３月 15日 

13 三次市 
「JR芸備線・福塩線沿線ガイ

ドマップ」への掲載 
資料館外観，復原家屋画像 ３月 16日 



- 19 - 

 

14 三次市教育委員会 
「みよしの無形民俗文化財」

への掲載 

江の川の漁撈用具，広島県

の神楽分布図 画像 
３月 23日 

 

◆資料の貸出 

番号 貸 出 先 使 用 目 的 貸 出 資 料 名 貸出期間 

１ 
奥田元宋・小由女美

術館 

「奇々怪々妖怪・おば

け浮世絵展」での展示 
稲生物怪録（絵巻） 

４月 21日 

～６月 13日 

２ 広島県立歴史博物館 
「古墳時代を彩る玉」

での展示 

亀山第１号古墳出土玉類，恵下第

１号古墳出土玉類，吹越第３号古

墳出土玉類，法恩地南古墳出土玉

類 

３月 15日 

～６月 21日 

３ 広島県立歴史博物館 
「卑弥呼の時代の備

後南部」での展示 

御領遺跡出土破鏡，田尻山第１号

方形墓出土土器，矢谷遺跡 MS2 出

土ガラス製小玉 

４月 21日 

～６月 21日 

４ 
広島県教育委員会文

化財課 

広島県縮景園におい

て行う梅の実収穫行

事での展示 

銅鐸（複製品），銅鏡（複製品） 
５月 31日 

～６月３日 

５ 及川 穣 

非接触レーザーデジ

タル 3D 計測と映像化

のため 

下本谷遺跡出土石器 
８月１日 

～11月 15日 

６ 広島県立歴史博物館 
「エヴァンゲリオン

と日本刀展」での展示 

脇差 備州三原住正則，刀 備州三

原住正近 

８月 31日 

～12月７日 

７ 及川 穣 

非接触レーザーデジ

タル 3D 計測と映像化

のため 

下本谷遺跡出土石器 
９月３日 

～11月 15日 

８ 
和歌山県立紀伊風土

記の丘 

「道が織りなす旅と

文化」での展示 
稲亭物怪録 

９月６日 

～12月 20日 

９ 東広島市教育委員会 
「弥生時代の船と交

易品」での展示 

西願寺墳墓群出土鉄器，中出勝負

峠墳墓群出土銅鏡，壬生西谷遺跡

出土銅鏡，矢谷遺跡 MS2 出土ガラ

ス製小玉 

10月 26日 

～12月５日 

10 広島県立歴史博物館 

「姫谷焼と福山藩内

の近世陶磁器窯跡」で

の展示に使用 

展示具 
１月 19日 

～３月 11日 

11 
公益財団法人広島県

教育事業団 

シンポジウム「瀬戸内

から考える邪馬台国

とその時代」での展示 

御領遺跡出土鏡片，壬生西谷遺跡

出土銅鏡・土器・管玉，西願寺墳

墓群出土鉄器 

１月 25日 

～２月２日 

 

(3) 調 査 研 究 活 動 

ア 総合研究 

当館が，中国山地と江の川水系の中心に位置する三次市に所在することから，開館以来，「中国山地と江

の川をめぐる歴史・文化」を活動のテーマとし，考古部門では「広島県及び中国山地の文化」，民俗部門で

は「江の川水系の漁撈民俗」，歴史部門では「中国山地のたたら製鉄」を中心に調査研究を進めています。 

これらの調査研究の成果は，展示会・講演会・刊行物等で広く公開し，県民の歴史や民俗・文化に対す

る理解が図られるよう努めるものです。 

 

イ テーマ研究 

   研究分野や地域を絞って調査研究を進めるもので，その成果は次年度以降の展示会等で公開します。 

   平成 29年度は，①「日本における広告の変遷の調査研究」と②「広島県北を中心とする古墳文化の調査

研究」に取り組みました。①は，日本の歴史の中で広告がどのような変遷を遂げてきたかを，看板・ポスタ
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ー・ディスプレイ等の具体的な資料によって紹介する展示会の企画を目指して調査を行いました。②は，三

次地域を中心とする古墳文化への理解の進展と，文化財保護の一層の周知・認識を深めるため，地域の有識

者と連携して研究を行いました。 

 

(4) 入 館 者 状 況 

ア 常設展 

月

別 

開館 

日数 

有料入館者数 免除入館者数 
入館者 

総計 

１日 

平均 
個 人 団 体 

合計 
一般 

大学 

高校生以下 
合計 

一般 大学 一般 大学 学校行事 個人 

４ 26 168 7 38 0 213 707 821 143 1,671 1,884 72 

５ 27 443 11 66 88 608 1,098 554 1,115 2,767 3,418 126 

６ 25 212 4 59 0 275 537 51 64 652 927 37 

７ 27 83 0 41 0 124 2,437 0 512 2,949 3,073 113 

８ 28 73 5 79 1 158 3,755 126 977 4,858 5,016 179 

９ 27 92 8 78 1 179 1,221 8 136 1,365 1,544 57 

10 27 26 1 64 3 94 1,714 75 456 2,245 2,339 86 

11 26 57 1 38 0 96 1,804 28 182 2,014 2,110 81 

12 23 37 0 26 0 63 510 18 79 607 670 29 

１ 23 31 0 31 0 62 253 14 30 297 359 15 

２ 25 52 1 67 3 123 576 105 51 732 855 34 

３ 27 155 6 112 1 274 1,183 0 159 1,342 1,616 59 

計 311 1,429 44 699 97 2,269 15,795 1,800 3,904 21,499 23,811 76 

 

イ 特別企画展 

月

別 

開館 

日数 

有料入館者数 免除入館者数 

入館者 

総計 

１日 

平均 
個 人 団 体 

合計 一般 
高校生 

以 下 
合計 

一般 高・大 小・中 一般 高・大 小・中 

７ 22 891 11 219 351 3 67 1,542 930 0 930 2,472 112 

８ 29 1,141 39 447 799 49 161 2,636 1,709 0 1,709 4,345 149 

９ 17 209 10 37 277 4 22 559 456 0 456 1,015 59 

10 27 168 1 4 250 0 5 428 426 0 426 854 31 

11 6 223 20 5 178 1 1 428 867 108 975 1,403 233 

計 101 2,632 81 712 1,855 57 256 5,593 4,388 108 4,496 10,089 99 

 

(5) 関 係 団 体 

ア みよし風土記の丘友の会の活動状況 

◆会 員 数 149名（平成 30年３月末現在） 

◆役  員  会  長   永谷 英成 

副 会 長    吉川 昌彦  鷲尾 実 

常務理事  下津間 康夫 

理  事  上重 武和  四車 ユキコ  原田 隆雄 

会計監事  中村 芳昭  大岡 廉 
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◆実施事業 

 

 

 

 

 

 

イ 広島県歴史民俗資料館等連絡協議会の活動状況 

◆「広島県歴史民俗資料館等職員ならびに県内文化財担当者一覧」（平成 29年度）の作成 

◆ミュージアムマップの作成 

◆総  会    ６月 29日（木） 

  会 場   呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

  議 題   平成 28年度事業報告及び決算報告について 

        平成 29年度事業計画案及び予算案について 

◆第 73回研究会 ６月 29日（木） 

  会 場   呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

  内 容   「資料館と地域史の保存」 

         講 演 「野生動物と地域の暮らし－近世の林野利用と獣害－」 

               広島大学名誉教授 佐竹 昭 

         報 告 「大和ミュージアムと地域史の保存」 

               呉市海事歴史科学館学芸ＧＬ 道岡 尚生 

          見 学 呉市海事歴史科学館 

◆第 74回研究会 12月 １日（金） 

  会 場   広島県立歴史民俗資料館（みよし風土記の丘ミュージアム） 

  内 容   「地域における博物館・資料館の役割」 

         講 演 「地域コミュニティと博物館」 

               国立民族学博物館館長 吉田 憲司 

         報 告 「地域にねざした博物館」 

               庄原市立比和自然科学博物館館長 進藤 眞基 

「安芸高田市での地域における博物館活動」 

                             安芸高田市教育委員会専門員 秋本 哲治 

          見 学 三次町の町並み，辻村寿三郎人形館，照林坊など 

 

 

文化財講座 ５回 

ふどきの丘体験教室 ７回 

歴風トーク ４回 

会報の発行 １回 

ふどきの丘まつり ２回 
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４ 平 成 30 年 度 事 業 の 概 要 

 

(1) 展 示 活 動 

ア 常設展示 

 平成２年度にリニューアルオープンした常設展示「ひろしまの原始・古代」は，４つのコーナーで構

成しています。 

① ガイダンスコ－ナ－ －私たちのひろしま－ 

 展示の導入部で，広島県の地形や文化財の位置などを地形模型と大画面の静止画像によって把握できま

す。また，遺跡分布図や年表なども設置しています。 

 ○展示構成 

 広島県の地形と主な文化財，広島県の遺跡分布，歴史年表，展示解説ビデオ（手話・文字解説付き） 

② 通史コ－ナ－ －ひろしまの原始・古代－ 

 広島県内で出土した考古資料約 900点を始め，各時代の概要を説明した解説パネル，模型などを時代順

に展示し，原始・古代の人々の生活の様子や道具の移り変わりなどを展示品によって理解できるようにし

ています。 

 ○展示構成 

 ・地    質  みよし風土記の丘周辺の地史・地質資料 

 ・旧石器時代  三次盆地の旧石器文化，瀬戸内系文化の拡大 

 ・縄 文 時 代  道具の変化，縄文土器と交易 

 ・弥 生 時 代 弥生土器と縄文土器，美しき農民の土器，まつりととむらい，三つに分かれた広島県， 

地域性のある弥生土器，県北部の四隅突出型墳丘墓 

 ・古 墳 時 代 古墳と副葬品の変化，古墳の構造と副葬品，前期古墳，中期古墳，後期古墳， 

霊をはこぶ動物（鳥），鉄と古墳，くらしと生産，土師器と須恵器 

 ・奈良・平安時代 瓦と硯，備後国府跡，下本谷遺跡－推定三次郡衙跡－，広島県の古代寺院，寺町廃寺 

③ みよし風土記の丘学習コ－ナ－ －たどってみよう浄楽寺・七ツ塚の古墳たち－ 

 史跡の浄楽寺・七ツ塚古墳群の全体像を模型やパネルによって分かりやすく展示しています。 

 風土記の丘の 1,000分の１の地形模型を中心に，古墳時代の人々の生活を想像復原したジオラマ，浄楽

寺・七ツ塚古墳群を構成する円墳・方墳・前方後円墳・帆立貝形古墳の模型，石棺の模型などを展示して

います。 

 ○展示構成 

古墳時代の生活，風土記の丘地形模型，風土記の丘の古墳のかたち，古墳の埋葬施設， 

古墳の出土遺物，三次盆地の主な古墳，発掘調査された古墳 

④ 体験コーナー －ふれてみよう原始・古代－ 

 展示資料の中から，各時代の代表的な資料のレプリカ等を，見学者が直接触れることによって，資料に

親しんでもらおうとするものです。復原土器や解説ビデオを設置しています。 

 ○展示構成 

  展示資料解説ビデオ（手話・文字説明付き）設置 

 ・地    質 西酒屋の備北層群大露頭出土のカキ化石 

 ・縄 文 時 代 帝釈馬渡岩陰遺跡出土の縄文土器 

 ・弥 生 時 代 矢原遺跡・新迫南遺跡出土の鹿の絵画土器 

 ・古 墳 時 代 緑岩古墳出土の馬形埴輪・円筒埴輪 

 ・奈良・平安時代 横見廃寺跡・寺町廃寺跡・上山手廃寺跡出土の軒丸瓦 

 ・その他，体験教室でつくった土器等 
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イ 民俗資料常設展示 

 「農耕の四季－みよし地方で使われてきた農具－」と題し，県北部の農業の中心である稲作の春・夏・

秋・冬の仕事を概観し，先人たちが努力と知恵によって創意工夫された農具の種類や変遷などが理解で

きるように約 50点の資料を展示しています。 

○展示構成 

春・夏：風呂鍬，種おさえ，苗代除草機，代かき馬鍬，苗かご，田植枠など 

秋・冬：手押稲刈機，千歯，足踏脱穀機，泥臼，唐箕，万石，俵シメ機など 

 

ウ 特別企画展  

(ｱ) 夏の特別企画展「お宝発見！北原コレクション展－懐かしいおまけ・人形から現代アートまで－」 

     広島県立歴史民俗資料館，奥田元宋・小由女美術館，三次商工会議所ジョイント事業 

趣  旨： 北原コレクションは，ブリキの玩具コレクターとして有名な北原照久氏が収集した膨大

なコレクションです。この展示会では，現代美術，昭和の世界を再現したジオラマ，駄菓

子屋の世界，懐かしいポスターや広告，少女たちが憧れた人形，1920～50 年代にかけてア

メリカのショー・ウィンドーを飾ったモーションディスプレイの６テーマで北原コレクシ

ョンの魅力を紹介します。 

展示構成：はじめに  

第１章 現代アートコレクション 

第２章 懐かしい昭和ジオラマコレクション 

第３章 子ども達が憧れた人形コレクション 

第４章 広告ポスター，ディスプレイコレクション 

第５章 駄菓子屋のおもちゃコレクション 

第６章 アメリカ・モーションディスプレイコレクション 

おわりに 

期  間：平成 30年７月 ６日（金）～９月 ２日（日） 

主  催：広島県立歴史民俗資料館 

後  援：三次市，三次市教育委員会，一般社団法人広島県観光連盟，一般社団法人三次市観光協会，

中国放送，広島テレビ，広島ホームテレビ,テレビ新広島，三次ケーブルビジョン， 

広島エフエム放送，エフエムふくやま，中国新聞社 

企画協力：株式会社トイズプランニング 

    協  力：ＮＰＯ法人三次科学技術教育協会，一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 

    入館者数：4,280人 

関連行事：スペシャル展示解説会 

          期 日：７月 15日（日） 

          演 題：「北原照久，コレクションの魅力を大いに語る」 

          講 師：北原 照久（ブリキのおもちゃ博物館館長） 

         スペシャルイベント「ＴＡＫＥ－１グランプリ」 

期 日：予 選 ７月 16日（月・祝） 
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    決勝戦 ８月 26日（日） 

          主 催：一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 

展示解説会 

          期 日：８月 12日(日)，９月 ２日（日） 

          解 説：西村 直城・岸本晴菜（当館） 

         ワークショップ 

          協 力：ＮＰＯ法人三次科学技術教育協会，一般社団法人ひろしま森のおもちゃ協会 

期 日：７月 22日（日）   「磁石で作る楽しいおもちゃ」 

期 日：８月 ４日（土）   「トランスパレントを作ろう」 

期 日：８月 11日（土・祝） 「偏光万華鏡を作ろう」 

期 日：８月 11日（土・祝） 「レーベンフックの顕微鏡」 

期 日：８月 18日（土）   「木のおもちゃを作ろう」 

期 日：８月 19日（日）   「傘袋でロケットを飛ばそう」 

期 日：８月 25日（土）   「空気砲で遊ぼう」 

           

(ｲ) 秋の特別企画展「霧に包まれた古墳の謎－大王の時代と三次盆地－」 

趣  旨： 霧の海で有名な三次盆地は，およそ 4,000 基もの古墳が築かれた，中国地方でも有数の

古墳密集地帯であり，特に５世紀頃（古墳時代中期）に古墳が急増することが知られてい

ます。内陸の盆地になぜこれほどまでに多くの古墳が築かれたのでしょうか。本展では，

倭の五王が活躍した「大王の時代」の三次盆地にスポットを当て，当時の三次盆地や日本

各地から出土した武器・武具・埴輪・朝鮮半島系資料などの展示をとおして三次の古墳群

の謎に迫ります。 

展示構成：第１部 武力の世紀 

第２部 海を越えて 

第３部 三次盆地の古墳群 

    期  間：平成 30年 10月 ５日（金）～11月 25日（日） 

    主  催：広島県立歴史民俗資料館，文化庁 

    後  援：三次市，三次市教育委員会，一般社団法人広島県観光連盟，一般社団法人三次市観光協会， 

ＮＨＫ広島放送局，中国放送，広島テレビ，広島ホームテレビ，テレビ新広島， 

株式会社三次ケーブルビジョン，広島エフエム放送，エフエムふくやま，中国新聞社 

    入館者数：2,543人 

関連行事：スペシャル報告・討論会 

          期 日：11月 23日（金・祝） 

          テーマ：「三次の古墳を探る」第３弾 

          共 催：芸備友の会・三次地方史研究会 

         記念講演会① 

期 日：10月 20日（土） 

演 題：「古墳時代の渡来文化」 
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          講 師：亀田 修一（岡山理科大学教授） 

         記念講演会② 

期 日：11月 17日（土） 

演 題：「古墳時代の軍事と外交」 

          講 師：田中 晋作（山口大学教授） 

展示解説会 

          期 日：10月 21日(日)，11月 18日(日) 

          解 説：村田 晋（当館） 

         古墳見学会「史跡 浄楽寺・七ツ塚古墳群ウォーキング」 

          期 日：11月 18日（日） 

          解 説：村田 晋（当館） 

         ワークショップ「オリジナル！埴輪形ペン立てをつくろう」 

          期 日：第１回 10月 14日（日） 

              第２回 11月 11日（日） 

          講 師：村田 晋（当館） 

 

エ 展示会 

(ｱ) 春の展示会「ひろしま 遺跡再発掘！」 

趣  旨： 当館では，毎年春の展示会として，県内の遺跡から出土した考古資料を中心に，広島県

の歴史や文化を紹介しています。本展では，当館が所蔵する中国自動車道や三次工業団地

の建設に伴う考古資料について，これまで未公開のものも含めて展示するとともに，近年，

三次市や近隣の市町の発掘調査で出土した，注目される資料を公開します。 

展示構成：第１部 館所蔵の資料から原始・古代の遺跡を再発掘する 

     第２部 近年の発掘調査の成果から広島県の歴史・文化を考える 

期  間：平成 30年４月 20日（金）～６月 10日（日） 

主  催：広島県立歴史民俗資料館 

入館者数：4,522人 

関連行事：記念講演会① 

 期 日：４月 21日（土） 

          演 題：「広島県の中世遺跡－出土品が語る物流の実態－」 

          講 師：鈴木 康之（県立広島大学教授） 

記念講演会② 

 期 日：５月 19日（土） 

          演 題：「広島県の古代寺院と官衙」 

          講 師：妹尾 周三（東広島市教育委員会参事） 

展示解説会 

          期 日：４月 29日（日・祝），５月 27日（日） 

          解 説：大上 裕士（当館） 
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ふどきの丘春まつり 

          期 日：５月 13日（日） 

          テーマ：昔・むかしの体験イベント大集合！ 

  

(ｲ) 新春の展示会「春を待つ 三次人形とひな人形」 

趣  旨： 広島県北部では旧暦の３月３日を「節句」と呼んで，ひな祭りで男女ともに祝ったほか，

初節句を迎える子どもに三次人形「デコ」を贈って祝う風習がありました。「デコ」は子ど

もへの親の願いを映し出すように「武者物」，「娘物」など様々なものが作られ，全体では

百種類以上のものがある，広島県を代表する郷土玩具の一つです。本展では，明治時代か

ら平成に至るまでのひな人形の移り変わりを展示するとともに，製作技術をとおして素朴

な中にも美しい三次人形を紹介します。 

展示構成：第１章 三次人形の世界 

     第２章 新旧のひな人形 

期  間：平成 31年１月 25日（金）～３月 17日（日） 

主  催：広島県立歴史民俗資料館 

入館者数：3,334人 

関連行事：記念講演会 

 期 日：３月 ２日（土） 

          演 題：「三次人形と広島の土人形」 

          講 師：向田 裕始（広島民俗学会会員） 

展示解説会 

          期 日：２月 ３日（日），３月 17日（日） 

          解 説：葉杖 哲也（当館） 

箏・尺八演奏会 

 期 日：３月３日（日） 

          演 奏：小田きみこ・花山望叶・甲斐眞壽江・竹田桃子（箏），田高 輝夫（尺八） 

お茶席 

 期 日：３月 10日（日） 

          お点前：森本社中 

 

(ｳ) 風土記の丘ギャラリー 

名  称 期  間 作家・所蔵者等 種別 

広島鉄道風景・今昔－県北を中

心に－ 

平成 30年 

４月 ６日（金）～５月 27日（日） 

清原 正明・竹下 善

樹・長坂 望 
写真 

やまなみ街道・野鳥写真展（前

期） 
６月 ８日（金）～７月 ８日（日） 菅 昭和 写真 

神杉小学校 やきもの作品展 ７月 13日（金）～８月 19日（日） 
三次市立神杉小学校

６年生 
陶芸 

やまなみ街道・野鳥写真展（後

期） 
８月 24日（金）～９月 24日（月） 菅 昭和 写真 
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重要無形民俗文化財 塩原の大

山供養田植 写真展（共催：庄

原市帝釈峡博物展示施設時悠

館） 

10月 12日（金）～11月 25日（日） 
庄原市帝釈峡博物展

示施設時悠館 
写真 

明治 150年記念展示－明治の国

会と自由民権運動－ 
11月 30日（金）～12月 20日（木） 広島県立歴史博物館 歴史 

なつかしい暮らしの道具たち 
平成 31年 

１月 18日（金）～３月 24日（日） 
当館・個人 民俗 

 

(ｴ) 展示会「中国山地豊かな自然写真展」 

趣  旨： 庄原市立比和自然科学博物館主催の「第 29回中国山地豊かな自然写真コンテスト」入賞

作品を紹介します。 

期  間：平成 31年１月 11日（金）～１月 27日（日） 

主  催：庄原市立比和自然科学博物館 

共  催：広島県立歴史民俗資料館 

 

(ｵ)その他の展示 

名  称 期  間 作家・所蔵者等 種 別 

霧に包まれた古墳の謎 －大王

の時代と三次盆地－ 

（会場：広島県立図書館） 

平成 30年 

10月 30日（火）～12月 27日（木） 
当館ほか 

パネル

図書 

 

(2) 学 習 支 援 活 動  

 学習支援活動は，文化財講座・歴風トーク・ふどきの丘体験教室・歴風ボランティア研修講座・文化財探

訪会・ふどきの丘まつり等を開催し，県内外の方々の生涯学習を支援するとともに，文化財についての知識

や理解を深めていただくために実施しました。 

ア 文化財講座 

文化財についてより深く理解することを目的に，県内外の研究者を招き，各種のテーマで５回の講座を

開催しました。 

回数 期 日 演  題 講 師 等 
参加

人数 

１ 
４月 21日 

（土） 

広島県の中世遺跡－出土品が語る物

流の実態－ 

県立広島大学 

鈴木 康之 
76 

２ 
５月 19日 

（土） 
広島県の古代寺院と官衙 

東広島市教育委員会 

妹尾 周三 
104 

３ 
10月 20日 

（土） 
古墳時代の渡来文化 

岡山理科大学 

亀田 修一 
104 

４ 
11月 17日 

（土） 
古墳時代の軍事と外交 

山口大学 

田中 晋作 
110 

５ 
３月 ２日 

（土） 
三次人形と広島の土人形 

広島民俗学会 

向田 裕始 
28 

計 422 
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イ 特別講演会・公演会 

回数 期 日 演  題 講  師 
参加

人数 

１ 
４月 28日 

（土） 

語りの中に生きる平清盛～平清盛公

生誕九〇〇年記念～ 

平曲弾き語り奏者 

 荒尾 努 
64 

２ 
７月 15日 

（日） 

北原照久，コレクションの魅力を大

いに語る 

ブリキのおもちゃ博物館館長 

北原 照久 
135 

３ 
７月 16日 

（月・祝） 
ＴＡＫＥ－１グランプリ（予選） 

一般社団法人ひろしま森のおもち

ゃ協会 
52 

３ 
８月 26日 

（日） 
ＴＡＫＥ－１グランプリ（決勝戦） 

一般社団法人ひろしま森のおもち

ゃ協会 
43 

４ 
11月 23 日 

 （金・祝） 

“三次地域の古墳研究”報告・討論

会 三次の古墳を探る－浄楽寺・七

ツ塚古墳群の歴史的位置づけ－ 

芸備友の会 脇坂 光彦 

広島県教育事業団埋蔵文化財調査

室 山田 繁樹 

安芸高田市地域振興事業団 

 沖田 健太郎 

三次地方史研究会 加藤 光臣 

三次市教育委員会 桑原 隆博 

当館 村田 晋 

124 

計 418 

 

ウ ふどきの丘体験教室 

児童･生徒とその保護者及び一般の方に歴史や文化ついての興味や関心を高めるとともに，知識や理解を

深めるため体験的な内容の教室を実施しました。 

回数 期 日 テ ー マ 講 師 会 場 
参加

人数 

１ 
５月 13日 

（日） 

こふんの森たんけん① 

春のネイチャーゲーム 

広島さとやまシェアリ

ングネイチャーの会 
風土記の丘 11 

２ 
７月 21日 

（土） 
土器・ハニワをつくろう１ 

当館 

 葉杖 哲也 
つどいの家 70 

３ 
８月 18日 

（土） 
木のおもちゃを作ろう 

一般社団法人ひろしま

森のおもちゃ協会 
研修室 32 

４ 
10月 14日 

（日） 

こふんの森たんけん② 

秋のネイチャーゲーム 

広島さとやまシェアリ

ングネイチャーの会 
風土記の丘 14 

５ 
11月 10日 

（土） 
土器・ハニワをつくろう２ 

当館 

 葉杖 哲也 
つどいの家 23 

６ 
12月 22日 

（土） 
つばき油をつくろう ほしはら山のがっこう 研修室 58 

７ 
２月 16日 

（土） 

こふんの森たんけん③ 

野鳥かんさつ 

日本鳥類保護連盟会員 

 漆谷 光名・濵田 展也 
風土記の丘 31 

計 239 

 

エ 歴風トーク 

当館の職員や県内で活動する研究者が，最近の考古・歴史・民俗の身近な話題を提供し，参加者との意

見交換を通して，歴史や文化について理解を深めてもらうため実施しました。 

回数 期 日 テ ー マ 話題提供者等 
参加

人数 

１ 
12月 ９日 

（日） 

明治 150 年近代との邂逅－黒船に

乗ったサムライたち－ 
当館 西村 直城 20 

２ 
１月 13日 

（日） 

ひろしまの神楽－伝統・交流・創

造－ 
当館 田邊 英男 30 
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３ 
２月 10日 

（日） 
三次の文化とまちづくり 

奥田元宋・小由女美術館館長 

 植田 千佳穂 
22 

４ 
３月 17日 

（日） 
菅茶山と廉塾 

広島県立歴史博物館主任学芸員 

 岡野 将士 
32 

計 110 

 

オ 展示解説会 

特別企画展や展示会の開催に際して，当館の職員が展示解説会を実施しました。 

期 日 内  容 解 説 参加人数 

４月 29日（日・祝） 春の展示会「ひろしま遺跡再発掘！」 大上 裕士 18 

５月 27日（日） 春の展示会「ひろしま遺跡再発掘！」 大上 裕士 24 

８月 12日（日） 夏の特別企画展「お宝発見！北原コレクション展」 岸本 晴菜 34 

９月 ２日（日） 夏の特別企画展「お宝発見！北原コレクション展」 西村 直城 63 

10月 21日（日） 秋の特別企画展「霧に包まれた古墳の謎」 村田 晋 13 

11月 18日（日） 秋の特別企画展「霧に包まれた古墳の謎」 村田 晋 55 

12月 ９日（日） ギャラリー「明治 150年記念展示」 西村 直城 8 

２月 ３日（日） 新春の展示会「春を待つ 三次人形とひな人形」 葉杖 哲也 9 

３月 17日（日） 新春の展示会「春を待つ 三次人形とひな人形」 葉杖 哲也 36 

計 260 

 

カ 歴風ボランティア 

◆歴風ボランティア研修講座 

 当館におけるボランティア活動を支援するため，年間８回の研修講座等を開催しました。今年度の新規

参加者・修了者はともに２名でした。 

回数 期 日 内 容 講 師 会 場 
参加

人数 

１ 
５月 20日 

（日） 

ガイダンス・バックヤード

ツアー 
当館 葉杖 哲也 

図書室 

館内施設 
5 

２ 
５月 27日 

（日） 

史跡 浄楽寺・七ツ塚古墳群

と重要文化財 旧真野家住

宅 

当館 葉杖 哲也 風土記の丘 4 

３ 
６月 17日 

（日） 
常設展示見学と勾玉作り 

当館 葉杖 哲也 

   岸本 晴菜 

常設展示室 

トラックヤ

ード 

12 

４ 
７月 ８日 

（日） 

古代の技術に挑戦！①「土

器・埴輪をつくる」 
当館 葉杖 哲也 ピロティ 5 

５ 
９月 ９日 

（日） 
私の「一押し」研究発表！ 

歴風ボランティア 

 谷口 章・谷井 宏 
研修室 19 

６ 
10月 21日 

（日） 

謎解きツアー 

県北の古代遺跡 

当館 葉杖 哲也 

岸本 晴菜 

帝釈峡遺跡

群 
16 

７ 
11月 11日 

（日） 

古代の技術に挑戦！②「土

器・埴輪を焼く」 
当館 葉杖 哲也 つどいの家 13 

８ 
３月 10日 

（日） 
平成 30年度研修講座修了式 

当館 田邊 英男 

葉杖 哲也 
研修室 19 

計 93 

 

◆解説ボランティア活動 

平成 30年度は 26名が登録し，常設展示の解説，体験活動・イベントのサポートなどを行いました。 
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キ 文化財探訪会   

みよし風土記の丘友の会と共催で，日帰りの探訪会を実施しました。 

回数 期 日 名   称 内   容 
参加

人数 

１ 
12月 ８日 

（土） 

広島県立歴史博物館「発掘された日本列島

展」・史跡二子塚古墳の見学 

16年ぶりに県内で開催され

る「発掘された日本列島展」

と６世紀末～７世紀初頭に

築かれた史跡二子塚古墳（福

山市駅家町）の整備状況を見

学 

13 

 

ク 風土記の丘まつり 

周辺の市町や博物館等の協力を得て，歴史的体験イベントを集結しました。 

期 日 名 称 内 容 （ 協 力 者 等 ） 
参加

人数 

５月 13日 

（日） 
春まつり 

勾玉作り（島根県立古代出雲歴史博物館），三次科学技術教育協会（科

学工作教室），銅鏃作り（庄原市教育委員会），わら縄作り（庄原市

文化財ボランティアガイド），土笛作り（世羅町すずらんボランティ

アガイド），投壺・缶バッジ作り（府中市教育委員会），中世衣装体

験（広島県立歴史博物館），土器炊飯（当館・歴風ボランティア） 

578 

10月 14日 

（日） 
秋まつり 

勾玉作り（島根県立古代出雲歴史博物館），銅鏃作り（庄原市教育委

員会），わら縄作り（庄原市文化財ボランティアガイド），土笛作り（世

羅町すずらんボランティアガイド），投壺・組みひも作り（府中市教

育委員会），中世衣装体験（広島県立歴史博物館），お茶席・復原古代

住居体験（当館・歴風ボランティア） 

792 

計 1,370 

 

ケ 各種行事  

期 日 名  称 内  容 
参加

人数 

７月 22日（日） 夏の特別企画展関連行事 磁石で作る楽しいおもちゃ 45 

８月 ４日（土） 夏の特別企画展関連行事 トランスパレントを作ろう 38 

８月 11日（土・祝） 夏の特別企画展関連行事 偏光万華鏡を作ろう 44 

８月 11日（土・祝） 夏の特別企画展関連行事 レーベンフックの顕微鏡 41 

８月 19日（日） 夏の特別企画展関連行事 傘袋でロケットを飛ばそう 37 

８月 25日（土） 夏の特別企画展関連行事 空気砲で遊ぼう 32 

９月 ８日（土） スペシャル観察会 秋の星空かんさつ 11 

10月 14日（日） 秋の特別企画展関連行事 埴輪形ペン立てを作ろう 第１回 6 

10月 28日（日） スペシャル観察・体験会 きのこ博士＆シェフになろう 18 

11月 11日（日） 秋の特別企画展関連行事 埴輪形ペン立てを作ろう 第２回 6 

11月 18日（日） 秋の特別企画展関連行事 
史跡浄楽寺・七ツ塚古墳群ウォー

キング 
40 

３月 ３日（日） 新春の展示会関連行事 箏・尺八演奏会 176 

３月 10日（日） 新春の展示会関連行事 お茶席 121 

３月 23日（土） 
風土記の丘案内板リニューアル記念

行事 
ふどきの丘たんけんと勾玉づくり 18 

計 595 
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コ 博物館実習  

期  間 受 入 大 学 名 人数 

７月 31日（火） 

～８月５日（日） 

広島大学，安田女子大学 2 

 

サ 職場体験 

期  間 受 入 学 校 名 人数 

７月 31日（火） 

～８月３日（金） 

中学生職場体験 三次市立塩町中学校 4 

８月 21日（火）～23日（木） 中学生職場体験 三次市立十日市中学校 2 

計 6 

 

シ 学校等学習支援活動① （出前授業・アウトリーチ） 

期 日 派 遣 先 内  容 

４月 26日（木） 比治山女子中学３年生 土器炊飯（デモ），土器作り 

４月 30日（月） 出雲弥生の森まつり 土器炊飯 

５月 ９日（水） 尾道市立御調西小学校６年生 土鍋炊飯，火おこし 

５月 11日（金） 庄原市立山内小学校６年生 土鍋炊飯，火おこし 

５月 17日（木） 三次高等学校２年生 「考古」授業 

５月 22日（火） 高陽東高等学校３年生 火おこし 

５月 30日（水） 三原市立幸崎小学校５・６年生 土器作り 

６月 １日（金） 三次市立神杉小学校６年生 土器作り 

６月 ５日（火） 高陽東高等学校３年生 土器炊飯 

６月 13日（水） 福山誠之館高校定時制 勾玉作り 

６月 14日（木） 三次高等学校２年生 「民俗」授業 

６月 20日（水） 福山市立光小学校６年生 土器作り 

６月 20日（水） 庄原市立山内小学校６年生 土器作り 

６月 21日（木） 尾道市立美木原小学校５年生 土器作り 

６月 21日（木） 庄原特別支援学校中等部２年生 「河川文化」「民俗」授業 

６月 22日（金） 三次市立吉舎小学校６年生 古墳見学・解説 

６月 22日（金） 庄原市立高野小学校６年生 土器作り 

６月 26日（火） 高陽東高等学校３年生 勾玉作り 

６月 27日（水） 三次市立神杉小学校６年生 土器焼き 

７月 12日（木） 三次高等学校２年生 「歴史」授業 

７月 12日（木） 三次市立川地中学校１年生 勾玉作り 

７月 12日（木） 三次市立塩町中学校１年生 勾玉作り 

７月 27日（金） 三次市立君田小学校５年生 勾玉作り 

８月 ４日（土） 大竹会館 勾玉作り 

８月 22日（水） 廿日市市立宮島小・中学校５・７年生 火おこし 

８月 28日（火） 高陽東高等学校３年生 「河川文化」授業 

８月 28日（火） 三次看護専門学校３年生 土器作り 

９月 ６日（木） 庄原市立小奴可小学校５・６年生 土器炊飯 

９月 25日（火） 高陽東高等学校３年生 土鍋炊飯 

10月 ９日（火） 庄原市立比和小学校５・６年生 土器作り 

10月 11日（木） 三次高等学校２年生 「民俗」授業 

10月 11日（木） 庄原市立小奴可小学校３・４年生 昔の道具の授業，羽釜炊飯 

10月 12日（金） 庄原市立高野小学校６年生 火おこし，土器土鍋炊飯 

10月 18日（木） 三次高等学校２年生 「考古」「歴史」授業 

10月 23日（火） 高陽東高等学校３年生 土器作り 

10月 24日（水） 庄原特別支援学校高等部３年生 土器作り 

10月 24日（水） 庄原市立高野小学校６年生 土器焼き 
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10月 26日（金） 庄原市立比和小学校３・４年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

10月 27日（土） 府中学びフェスタ ３Ｄパズル 

10月 30日（火） 庄原市立山内小学校６年生 土器焼き 

11月 ６日（火） 三原市立幸崎小学校５・６年生 土器焼き 

11月 13日（火） 高陽東高等学校３年生 土器焼き 

11月 20日（火） 庄原市立比和小学校５・６年生 土器焼き 

11月 27日（火） 高陽東高等学校３年生 「もののけ」授業 

12月 19日（水） 福山市立光小学校６年生 土器焼き 

12月 20日（木） 三次高等学校２年生 「考古」「民俗」授業 

１月 17日（木） 三次高等学校２年生 「考古」授業 

１月 19日（土） 尾道市立栗原北小学校３年生・特別支援

学級 

昔の道具の授業 

１月 24日（木） 三次市立三次小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

１月 29日（火） 三次市立川地小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

１月 30日（水） 三次市立粟屋小学校３・４年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

１月 31日（木） 府中町立府中東小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 １日（金） 庄原市立東小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ５日（火） 庄原市立高野小学校３年生 昔の道具の授業 

２月 ６日（水） 福山市立光小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 ７日（木） 三次市立君田小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 15日（金） 東広島市立高美が丘小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 21日（木） 三次高等学校２年生 「考古」「民俗」「歴史」授業 

２月 22日（金） 三次市立十日市小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 23日（土） 熊野町くまの・みらい交流館 勾玉作り，土鍋炊飯 

２月 27日（水） 庄原市立山内小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

２月 28日（木） 庄原市立山内小学校６年生 茶道体験 

３月 １日（金） 三次市八次小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

３月 ５日（火） 三次市立酒河小学校３年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

３月 ６日（水） 三原市立南小学校３年生 昔の道具の授業 

３月 ８日（金） 三次市立川西学校３･４年生 昔の道具の授業，土鍋炊飯 

３月 14日（木） 三次高等学校２年生 「考古」「民俗」「歴史」授業 

 

ス 学校等学習支援活動② （来館対応） 

期 日 来 館 者 内  容 

４月 13日（金) なぎさ中学校２年生 常設・企画・園内見学 

４月 18日（水) 三次市立田幸小学校６年生 常設見学 

４月 19日（木) 三次市立八次小学校６年生 常設・園内見学 

４月 24日（火) 広島市立伴南小学校６年生 常設・園内見学 

４月 25日（水) 比治山女子中学校２年生 常設・園内見学 

４月 25日（水) 三次市立神杉小学校６年生 常設見学 

４月 27日（金) 三次市立神杉小学校全校生 常設・企画見学 

５月 １日（火) 広島市立可部小学校６年生 常設・園内見学 

５月 ２日（水) 広島市立飯室小学校５・６年生 常設・園内見学 

５月 ２日（水) 広島市立深川小学校６年生 常設・園内見学 

５月 ２日（水） 尾道市立栗原北小学校６年生 常設・園内見学 

５月 ８日（火） 三次市立和田小学校６年生 常設・園内見学 

５月 ９日（水） 三次市立粟屋小学校５・６年生 常設・園内見学 

５月 10日（木） 三次市立三次小学校６年生 常設・園内見学 

５月 10日（木） 三次市立みらさか小学校６年生 常設・園内見学 

５月 11日（金） 三次市立神杉小学校６年生 園内見学 

５月 11日（金） 三次市立小童小学校６年生 常設・園内見学 

５月 15日（火） 三次市立川地小学校６年生 常設・園内見学 

５月 19日（土） 三次・日彰館高等学校有志 常設・園内見学 

５月 25日（金） 庄原市立庄原小学校６年生 常設・園内見学 
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５月 26日（土） 福山市立大学博物館見学実習生 常設・園内見学 

５月 29日（火） 三次市立酒河小学校６年生 常設・園内見学 

５月 30日（水） 三次市立十日市小学校６年生 常設・企画・園内見学 

６月 １日（金） 三次看護専門学校３年生 土器作り 

６月 ８日（金） 三次市立田幸小学校５・６年生 園内見学 

７月 ８日（日） 三次・日彰館高等学校有志 土器作り 

７月 13日（金） 三次市立甲奴小学校６年生 
常設・企画・園内見学，火おこし，土鍋炊

飯 

７月 22日（日） 三次・日彰館高等学校有志 資料整理 

７月 26日（木） 三次市立河内小学校５・６年生 常設・企画見学，土鍋炊飯，勾玉作り 

７月 27日（金） 福山市立西深津小学校５年生 常設・企画見学 

８月 ９日（木） 三次市中学校教育研究会社会科部会 常設・園内見学，土器炊飯 

８月 26日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳測量 

９月 ６日（木） 三次市立塩町中学校１年生 常設・企画見学 

９月 14日（金） 県立広島大学博物館見学実習生 常設・園内・バックヤード見学 

９月 16日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳測量 

10月 ５日（金） 
安芸太田町立筒賀・戸河内・上殿小学校

５・６年生 
三次の歴史調査 

10月 ８日（月） 三次・日彰館高等学校有志 古墳測量 

10月 17日（水） 比治山女子中学校１年生 常設・企画見学，土器作り 

10月 26日（金） 庄原市立総領小学校５・６年生 企画見学 

10月 28日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳測量 

11月 10日（土） くらしき作陽大学博物館見学実習生 常設・企画・園内・バックヤード見学 

11月 18日（日） 三次・日彰館高等学校有志 古墳測量 

12月 ８日（土） 三次・日彰館高等学校有志 塩町式土器の学習と製作 

１月 13日（日） 三次・日彰館高等学校有志 土器焼き，古代の調理 

２月 ８日（金） 三次市立神杉小学校３年生 常設・企画・園内見学，土鍋炊飯 

２月 13日（水） 三次市立和田小学校３年生 企画見学，土鍋炊飯 

２月 14日（木） 三次市立田幸小学校３年生 ギャラリー・園内見学，土鍋炊飯 

２月 20日（水） 三次市立河内小学校３・４年生 ギャラリー・企画見学，土鍋炊飯 

２月 21日（木） 三次市立八幡小学校３・４年生 ギャラリー・企画見学，土鍋炊飯 

２月 26日（火） 三次市立三和小学校３年生 ギャラリー・企画見学 

２月 26日（火） 三次市立青河小学校３・４年生 ギャラリー・園内見学，土鍋炊飯 

３月 ９日（金） 三次・日彰館高等学校有志 古代の調理，まとめ 

３月 15日（金） 三次市立田幸小学校５・６年生 ギャラリー・企画見学 

 

セ 館外講演・研究発表 

期 日 演 題 等 依 頼 先 等 担 当 
参加 

人数 

６月 ８日（金） 広島県の神楽 
立泉寺 地域の歴史を

学ぼう会 
田邊 英男 12 

８月 ２日（木） 博物館と社会教育 

広島大学大学院教育学

研究科 社会教育主事

講習 

田邊 英男 30 

10月 ７日（日） 江の川の舟運 
安芸高田市歴史民俗博

物館公開講座 
葉杖 哲也 60 

11月 24日（土） 古墳時代広島県の渡来系資料 
中国四国前方後円墳研

究会 
村田 晋 60 

11月 25日（日） 古墳時代広島県の渡来系資料 
中国四国前方後円墳研

究会 
村田 晋 60 

11月 25日（日） 
三次独自の食文化～因幡の白ウ

サギとワニ～ 
三次歴史塾 葉杖 哲也 16 

12月 24日（月） 
広島県重要文化財 袈裟襷文銅

鐸（黒川遺跡出土）について 

世羅町小国自治センタ

ー 
西村 直城 50 
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１月 ９日（水） 遺跡が語る古代の庄原 

県立広島大学庄原キャ

ンパス フィールド科

学 

村田 晋 160 

１月 15日（火） 
知ってますか？あんな神楽・こ

んな神楽 

三次市観光おもてなし

ガイド養成講座 
田邊 英男 32 

３月 15日（金） 三次人形について 
赤名地域街づくり連絡

会 
葉杖 哲也 31 

 

ソ 資料の活用 

◆資料の出版・ホームページ掲載・撮影・熟覧 

番号 利 用 者 利 用 目 的 利 用 資 料 名 許 可 日 

１ 南 健太郎 

科学研究費報告書「銅鐸の使

用痕分析による弥生時代祭

祀構造の再構築」への掲載 

中出勝負峠第８号古墳出

土銅鏡画像 
４月 11日 

２ 妹尾 周三 

広島大学大学院文学研究科

考古学研究室所蔵資料等と

の比較検討のため 

神福寺跡出土軒丸瓦 ４月 17日 

３ 
広島大学情報メディア

教育研究センター 

広島大学 Web公開授業「考古

学概説」における資料として

のインターネット配信 

特殊器台と壺の変化の図 ４月 28日 

４ 藤澤 昌弘 研究活動のため 白山古墳出土短甲 ５月 30日 

５ 佐竹 昭 
古代出土文字資料の研究の

ため 
横見廃寺出土文字瓦 ５月 31日 

６ 長井 謙治 東アジア旧石器研究のため 下本谷遺跡出土石器 ６月 19日 

７ 冨井 眞 
古代人の土器変色部への対

応を検討する研究のため 

塚迫遺跡出土土器，壬生西

谷遺跡出土土器 
７月 ６日 

８ 株式会社東京堂出版 
「古代風土記の丘事典」への

掲載 

酒屋高塚古墳移築石室，矢

谷墳丘墓出土特殊壺・特殊

器台画像 

７月 ６日 

９ 
株式会社リクルートラ

イフスタイル 

関西･中国･四国版『じゃら

ん』等の情報誌･広告および

じゃらん net，じゃらんﾆｭｰｽ

等のｳｪﾌﾞ･ﾓﾊﾞｲﾙｺﾝﾃﾝﾂへの掲

載 

復原古代住居，常設展示室

風景，土器・埴輪パズル画

像 

８月 31日 

10 広島県立歴史博物館 

秋の展示「過去を知る・未来

へ伝える－文化財の保存と

修理－」でのパネル展示 

浄楽寺古墳群整備前・整備

直後・整備後画像 
10月５日 

11 世羅町教育委員会 

黒川遺跡出土銅鐸 広島県重

要文化財指定記念行事での

展示・広報等に使用 

黒川遺跡出土銅鐸画像 11月 10日 

12 島根県教育庁文化財課 

島根県立古代出雲歴史博物

館企画展に係る資料調査の

ため 

戸の丸山遺跡出土炉内残

留滓，西城川採集包丁鉄 
12月 19日 

13 株式会社同成社 
「東アジアの銅鏡と弥生社

会（南健太郎著）」への掲載 

中出勝負峠第８号古墳，壬

生西谷遺跡出土銅鏡画像 
３月 ３日 

14 北広島町教育委員会 
大朝郷土資料室の展示パネ

ルへの掲載 

県北部の弥生土器イラス

ト画像 
３月 ５日 

 

◆資料の貸出 

番号 貸 出 先 使 用 目 的 貸 出 資 料 名 貸出期間 

１ 
庄原市帝釈峡博物展

示施設時悠館 
常設展示部での展示 

戸宇大仙山第３号古墳出土耳環・

勾玉，牛川遺跡出土土器 

４月 １日 

～３月 31日 
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２ 
安芸高田市歴史民俗

博物館 

平成 30 年度春季企画

展「中世の刀剣と安芸

高田」での展示に使用 

パネル，刀台，木枠 
４月 10日 

～６月 21日 

３ 
広島県教育委員会文

化財課 

広島県縮景園におい

て行う梅の実収穫行

事での展示 

銅鐸（複製品），銅鏡（複製品） 
５月 25日 

～６月 ５日 

４ 
庄原市帝釈峡博物展

示施設時悠館 

時悠館開館 15 周年記

念夏の企画展「大山開

山 1300 年と大山供養

田植」での展示に使用 

マネキン 
７月 20日 

～９月 10日 

５ 
（公財）広島市文化

財団 

企画展「広島城・いき

ものづくし～人はこ

んなにも動物好きな

件～」での展示に使用 

水虎模型 
８月 31日 

～11月 ６日 

６ 高陽東高等学校長 
授業での火おこし体

験 

火おこし道具（まいぎり・ゆみぎ

り・ひもぎり） 

９月 ８日 

～９月 25日 

７ 広島県立歴史博物館 

全国巡回展「発掘され

た日本列島 2018」展で

の展示に使用 

佐田谷１号墓出土土器，白山第１

号古墳出土短甲片 

10 月 ８日 

～１月 ９日 

８ 世羅町教育委員会 

黒川遺跡出土銅鐸 広

島県重要文化財指定

記念行事での展示に

使用 

黒川遺跡出土銅鐸，展示ケース，

鋳造体験キット 

12月 21日 

～12月 24日 

 

（3） 調 査 研 究 活 動 

ア 総合研究 

当館が，中国山地と江の川水系の中心に位置する三次市に所在することから，開館以来，「中国山地と江

の川をめぐる歴史・文化」を活動のテーマとし，考古部門では「広島県及び中国山地の文化」，民俗部門で

は「江の川水系の漁撈民俗」，歴史部門では「中国山地のたたら製鉄」を中心に調査研究を進めています。 

これらの調査研究の成果は，展示会・講演会・刊行物等で広く公開し，県民の歴史や民俗・文化に対す

る理解が図られるよう努めるものです。 

 

イ テーマ研究 

 研究分野や地域を絞って調査研究を進めるもので，その成果は次年度以降の展示会等で公開します。平成

30年度は，①「歴史における人と愛玩動物のかかわりに関する表現についての調査研究」と②「日本と西洋

の相互交流による地図の発展」に取り組みました。①は，有史以前より愛玩の対象として，暮らしのパート

ナーとして多くの人に愛され，今では一層注目されている猫と人の関わりについて調査を行いました。②は，

日本と西洋それぞれの地図の発展の背景に相互の情報交流の歴史があったことを，県立歴史博物館寄託の守

屋壽古地図コレクションをとおして紹介する展示会の企画を目指して調査を行いました。 
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（4） 入 館 者 状 況 

ア 常設展 

月

別 

開館 

日数 

有料入館者数 免除入館者数 
入館者 

総計 

１日 

平均 
個 人 団 体 

合計 
一般 

大学 

高校生以下 
合計 

一般 大学 一般 大学 学校行事 個人 

４ 26 155 1 90 1 247 711 708 210 1,629 1,876 72 

５ 27 231 1 211 76 519 1,155 556 547 2,258 2,777 102 

６ 26 108 2 108 63 281 646 14 84 744 1,025 39 

７ 26 25 0   14 0 39 1,116 8 294 1,418 1,457 56 

８ 28 45 4   45 0 94 2,211 0 629 2,840 2,934 104 

９ 26 80 7 61 1 149 924  0 115 1,039 1,188 45 

10 26 21 0 23 0 44 1,643   8 669 2,320 2,364 90 

11 26 30 0 14 0 44 1,809 0 164 1,973 2,017 77 

12 23 56 2 20 1 79 225 0 41 266 345 15 

１ 23 44 1 33 1 79 335 0 56 391 470 20 

２ 24 97 1 138 0 236 777 80 109 966 1,202 50 

３ 27 165 2 221 1 389 1,541 288 182 2,011 2,400 88 

計 308 1,057 21 978 144 2,200 13,093 1,662 3,100 17,855 20,055 65 

 

イ 特別企画展 

月

別 

開館 

日数 

有料入館者数 免除入館者数 

入館者 

総計 

１日 

平均 
個 人 団 体 

合計 一般 
高校生 

以 下 
合計 

一般 高・大 小・中 一般 高・大 小・中 

７ 22 197  4 46 157 3 15 422 437 123 560 982 44 

８ 29 573 25 165 595 12 100 1,470   889 264 1,153 2,623 90 

９ 3 153 2 21 190 5 11 382 293 0 293 675 225 

10 23 227 1 38 212 25 18 521 433 0 433 954 41 

11 22 232 13 27 216 4 15 507 974 108 1,082 1,589 72 

計 99 1,382 45 297 1,370 49 159 3,011 3,026 495 3,521 6,823 68 

 

ウ 入館者の推移 

年度 開館日数 常設展 企画展 
有料 

入館者数 

免除 

入館者数 

入館者 

総数 

１日 

平均 
累計 

昭和 54 283 47,513      － 47,513      － 47,513 168 47,513 

   55 305 47,943      － 47,943      － 47,943 157 95,456 

     56 302 44,917      － 44,917      － 44,917 149 140,373 

     57 306 46,338      － 46,338      － 46,338 151 186,711 

     58 307 43,633      － 43,633      － 43,633 142 230,344 

     59 306 45,265      － 45,265      － 45,265 148 275,609 

     60 306 43,876      － 43,876      － 43,876 143 319,485 

     61 306 43,311      － 43,311      － 43,311 142 362,796 

     62 308 42,060      － 42,060      － 42,060 137 404,856 

     63 309 38,376      － 38,376      － 38,376 124 443,232 

平成 元 184 24,830      － 24,095 735 24,830 135 468,062 

      2 284 40,643      － 27,096 13,547 40,643 143 508,705 

      3 313 30,185 27,425 38,760 18,850 57,610 184 566,315 

      4 309 30,062 18,656 34,427 14,291 48,718 157 615,033 

      5 309 25,158 18,790 28,437 15,511 43,948 142 658,981 
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      6 308 27,377 17,015 33,508 10,884 44,392 144 703,373 

      7 309 23,210 15,846 29,571 9,485 39,056 126 742,429 

      8 312 21,368 13,332 24,849 9,851 34,700 111 777,129 

      9 311 14,925 9,051 17,607 6,369 23,976 77 801,105 

     10 305 21,674 3,661 15,550 9,785 25,335 83 826,440 

     11 311 17,254 3,594 12,386 8,462 20,848 67 847,288 

     12 310 18,573 4,134 13,199 9,508 22,707 73 869,995 

     13 312 17,435 3,440 11,654 9,221 20,875 66 890,870 

     14 313 20,979 3,823 10,122 14,680 24,802 79 915,672 

     15 314 20,877 3,297 9,623 14,551 24,174 76 939,846 

     16 312 19,989 5,727 10,855 14,861 25,716 82 965,562 

     17 310 14,494 2,073 6,173 10,394 16,567 53 982,129 

     18 311 20,210 3,529 9,357 14,382 23,739 76 1,005,868 

     19 314 24,160 9,776 13,003 20,933 33,936 108 1,039,804 

     20 313 21,069 7,523 10,101 18,491 28,592 91 1,068,396 

     21 314 19,522 6,579 9,602 16,499 26,101 83 1,094,497 

     22 312 16,547 3,862 6,074 14,335 20,409 65 1,114,906 

     23 312 18,911 5,000 7,570 16,341 23,911 76 1,138,817 

     24 313 18,948 5,005 6,053 17,918 23,953 76 1,162,770 

   25 316 25,517 9,018 10,055 24,480 34,535 109 1,197,305 

   26 313 21,222 6,625 5,535 22,312 27,847 88 1,225,152 

   27 316 31,418 17,662  15,133 33,947 49,080   155 1,274,232 

   28 313 22,923 9,133 7,328 24,728 32,056   102 1,306,288 

29 311 23,811 10,089 7,862 25,995 33,900 109 1,340,188 

30 308 20,055 6,823 5,211 21,376 26,878 87 1,367,066 

計 12,230 1,116,578 250,488 904,028 462,722 1,367,066   

 

（5） 関 係 団 体 

ア みよし風土記の丘友の会の活動状況 

◆会 員 数 145名（平成 31年３月末現在） 

◆役  員  会  長   永谷 英成 

副 会 長    吉川 昌彦  鷲尾 実 

常務理事  田邊 英男 

理  事  上重 武和  四車 ユキコ  原田 隆雄 

会計監事  中村 芳昭  大岡 廉 

◆実施事業 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広島県歴史民俗資料館等連絡協議会の活動状況 

◆「広島県歴史民俗資料館等職員ならびに県内文化財担当者一覧」（平成 30年度）の作成 

 会報「れきみんきょう」№49の作成 

文化財講座 ５回 

ふどきの丘体験教室 ７回 

歴風トーク ４回 

文化財探訪会 １回 

会報の発行 １回 

ふどきの丘まつり ２回 
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◆総  会    ６月 28日（木） 

  会 場   尾道市市民会館 

  議 題   平成 29年度事業報告及び決算報告について 

        平成 30年度事業計画案及び予算案について 

◆第 75回研究会 ６月 28日（木）・29日（金） 

  会 場   尾道市市民会館 

  内 容   「町並み再生と地域活性化－エコミュージアム構想との関わりから－」 

         講 演 「尾道市内における空き家利用の取り組み１」 

               ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト代表理事 豊田 雅子 

         報 告 「尾道市内における空き家利用の取り組み２」 

               一級建築士・尾道市立大学非常勤講師 渡邉 義孝 

             「文化庁補助事業に関わる取り組みについて 

－日本遺産・現代アートの創造発信事業－」 

               尾道市文化振興課専門員 宇根元 了・西田 弘子 

          見 学 あなごのねどこ，みはらし邸，旧和泉家別邸，松翠園，商業会議所記念館 

◆第 76回研究会 ２月５日（火） 

  会 場   東広島市役所 

  内 容   「学校の博物館・資料館利用の現状と課題」 

         講 演 「博物館・資料館を利用した学校教育の可能性」 

               福山大学教授 小原 友行 

         報 告 「博物館・資料館と学校との連携について（問題提起）」 

               東広島市教育委員会文化課主事 難波 直希 

「広島県立歴史博物館における学校利用の現状と課題」 

                             広島県立歴史博物館非常勤職員 橋本 愛子 

「東城小学校６年生と時悠館の連携事業」 

                             庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館主任（学芸員） 稲村 秀介 

          見 学 西条の酒造施設群 
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５ 組 織 及 び 運 営  

 

（1） 平成 29年度 

ア 職員 

  歴史民俗資料館                   みよし風土記の丘 

   館  長        下津間 康夫          （兼）所   長 下津間 康夫 

    総務課 課   長 深田 俊克           （兼）専 門 員 深田 俊克 

        主   査 田辺 真紀子          （兼）主任学芸員 田邊 英男 

    学芸課 課   長 田邊 英男           （兼）主任学芸員 大上 裕士 

        主任学芸員 大上 裕士           （兼）主任学芸員 葉杖 哲也 

       主任学芸員 葉杖 哲也           （兼）主任学芸員 島田 朋之 

        主任学芸員 島田 朋之           （兼）学 芸 員 村田 晋 

        学 芸 員 村田 晋            （兼）主   査 田辺 真紀子 

        （兼）主任学芸員 尾崎 光伸 

        （兼）主任学芸員 石橋 健太郎 

        （兼）主任学芸員 岡野 将士 

        （兼）主任学芸員 久下 実 

        （兼）主任学芸員 山本 智宏 

        （兼）主任学芸員 中山 愉希江 

        事務嘱託員 稲村 由香 

 

イ 事業費・運営費 

区   分 内   訳 金 額（単位：千円） 

歴史民俗資料館 

管理運営費 

資料館運営費           32,776 

風土記の丘管理費            7,183 

資料館ゴミ処理対策費               85 

広報出版活動費             397 

小   計           40,441 

歴史民俗資料館費 資料収集整理保存活動費              319 

調査研究活動費              440 

展示活動費            8,260 

生涯学習推進費              337 

小   計            9,356 

工事請負費 特別収蔵庫空気調和機更新            4,968 

合       計           54,765 
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（2） 平成 30年度 

ア 職員 

  歴史民俗資料館                   みよし風土記の丘 

   館  長        田邊 英男           （兼）所   長 田邊 英男 

    総務課 課   長 深田 俊克           （兼）専 門 員 深田 俊克 

        主   査 田辺 真紀子          （兼）主任学芸員 西村 直城 

    学芸課 課   長 西村 直城           （兼）主任学芸員 大上 裕士 

        主任学芸員 大上 裕士           （兼）主任学芸員 葉杖 哲也 

       主任学芸員 葉杖 哲也            （兼）学 芸 員 村田 晋 

        学 芸 員 村田 晋            （兼）学 芸 員 岸本 晴菜 

        学 芸 員 岸本 晴菜           （兼）主   査 田辺 真紀子 

        （兼）主任学芸員 尾崎 光伸 

        （兼）主任学芸員 石橋 健太郎 

        （兼）主任学芸員 岡野 将士 

        （兼）主任学芸員 久下 実 

        （兼）学 芸 員 伊藤 大輔 

        （兼）学 芸 員 森本 直人 

        事務嘱託員 稲村 由香 

 

イ 事業費・運営費 

区   分 内   訳 金 額（単位：千円） 

歴史民俗資料館 

管理運営費 

資料館運営費           34,072 

風土記の丘管理費            8,053 

資料館ゴミ処理対策費               85 

広報出版活動費             397 

小   計           42,607 

歴史民俗資料館費 資料収集整理保存活動費              319 

調査研究活動費              378 

展示活動費            8,689 

生涯学習推進費              363 

小   計            9,749 

歴史民俗資料館設備更新費 企画展示室温湿度センサー等更新            2,300 

合       計           54,656 
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６ 関 係 法 規 

 

（1） 広島県立みよし風土記の丘設置及び管理条例 

昭和 54年３月 13日 

広島県条例第３号 

（設置） 

第１条 浄楽寺・七ッ塚古墳群及び古民家等の文化財（以下「古墳群等」という。）を保存し，その活用を図り，

もつて県民の文化的向上に資するため，広島県立みよし風土記の丘（以下「風土記の丘」という｡）を設置   

する｡ 

（位置）  

第２条 風土記の丘の位置は，三次市高杉町及び小田幸町とし，その区域は，知事が告示する｡ 

（職員） 

第３条 風土記の丘に，所長その他必要な職員を置く｡ 

２ 所長は，風土記の丘の業務を掌理し，所属職員を指揮監督する｡ 

（遵守事項） 

第４条 風土記の丘の区域内においては，次の事項を遵守しなければならない｡ 

（1） 土砂を採取し，土地の形状を変更する等古墳群等を損なう行為をしないこと｡ 

（2） 施設及び設備をき損し，又は汚損しないこと｡ 

（3） その他知事が定める事項 

 （行為の許可） 

第５条 風土記の丘の区域内において，行商，募金，宣伝，興行その他これらに類する行為をしようとする者は，

知事の許可を受けなければならない｡ 

 （委任規定） 

第６条 この条例に定めるもののほか，風土記の丘の内部組織その他管理に関し必要な事項は，知事が定める｡ 

   附 則 

この条例は，昭和 54年４月１日から施行する｡ 

 
 
（2） 広島県立みよし風土記の丘管理規則 

昭和 54年３月 20日 

広島県教育委員会規則第５号 

 （趣旨） 

第１条 この教育委員会規則は，広島県立みよし風土記の丘（以下「風土記の丘」という｡）の管理に関し必要

な事項を定めるものとする｡ 

 （施設及び設備の管理） 

第２条 所長は，風土記の丘の設置目的を達成するため，浄楽寺，七ッ塚古墳群及び古民家等の文化財（以下「古

墳群等」という｡）並びに施設及び設備の保全管理に関し周到な計画のもとに適切な措置を講じなければなら

ない｡ 

２ 所長は，古墳群等並びに施設及び設備がき損し，又は滅失したときは，速やかに教育長に報告しなければな

らない｡ 

 （遵守事項） 

第３条 風土記の丘の区域内においては，広島県立みよし風土記の丘設置及び管理条例（昭和 54年広島県条例

第３号。以下「条例」という｡）第４条第１号及び第２号に掲げる事項のほか，次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない｡ 

（1） 動植物を採捕し，又は傷つけないこと｡ 

（2） 駐車場以外の場所に車を乗り入れ，又は駐車しないこと｡ 

（3） 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨て，又は放置しないこと｡ 
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（4） 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけないこと｡ 

（5） 公共の保安，衛生，風紀上障害となる行為をしないこと｡ 

（6） その他係員の指示に従うこと｡ 

 （退去命令） 

第４条 教育長は，条例若しくはこの教育委員会規則に定める事項に違反した者に対し，風土記の丘の区域から

退去を命ずることができる｡ 

 （駐車の拒否） 

第５条 教育長は，自動車が次の各号のいずれかに該当するときは，当該自動車の運転者又は管理について責任

のある者に対し，駐車場における駐車を拒否することができる｡ 

（1） 発火，引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき｡ 

（2） 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき｡ 

 （損害の責任） 

第６条 古墳群等，その他の施設及び設備をき損し，又は滅失した者は，それによつて生じた損害を賠償しなけ

ればならない｡ 

第７条 この教育委員会規則に定めるもののほか，風土記の丘の管理に関して必要な事項は，教育長が定める｡ 

   附 則 

 この教育委員会規則は，昭和 54年４月１日から施行する｡ 

 

 

（3） 広島県立歴史民俗資料館設置条例 

昭和 54年３月 13日 

広島県条例第４号 

 （設置） 

第１条 文化財に関する県民の知識及び教養の向上に資するため，広島県立歴史民俗資料館（以下「資料館」と

いう｡）を設置する｡ 

 （位置） 

第２条 資料館の位置は，三次市小田幸町とする｡ 

 （業務） 

第３条 資料館は，次の業務を行う｡ 

（1） 歴史，考古，民俗等の資料の収集，保管及び展示に関すること｡ 

（2） 歴史，考古，民俗等の資料の調査研究に関すること｡ 

（3） その他県民の文化財に関する知識及び教養に資するために必要な業務を行うこと｡ 

 （職員） 

第４条 資料館に，館長その他必要な職員を置く｡ 

２ 館長は，資料館の業務を掌理し，所属職員を指揮監督する｡ 

 （入館料の納付） 

第５条 資料館の展示する資料を観覧する者は，入館料を納付しなければならない。 

２ 入館料の額は，別表のとおりとする｡ 

３ 知事は，特別の理由があると認めるときは，入館料を減免することができる｡ 

４ 既納の入館料は，返還しない｡ 

 （遵守事項） 

第６条 資料館においては，次の事項を遵守しなければならない。 

（1） 展示資料，展示設備等に触れないこと。 

（2） 許可を受けないで，展示資料の模写又は撮影をしないこと。 

（3） 館内においては，静粛にし，他人に迷惑をかけないこと。 

（4） 所定の場所以外の場所で喫煙し，又は飲食をしないこと。 

（5） その他教育委員会が定める事項 

   附 則 

 この条例は，昭和 54年４月１日から施行する。 
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附 則（平成 28年３月 22日条例第 7号） 

この条例は，平成 28年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

（1） 通常の展示の場合 

利用者の区分 個 人 団体（20人以上の場合とする。） 

大学生及びこれに準ずる者 一人１回 150円 一人１回 120円 

その他満 15歳以上の者 

（中学校又は高等学校の生徒及び

これに準ずる者を除く。） 

一人１回 200円 一人１回 160円 

（2） 特別の展示の場合 

一人１回 1,030円以内で知事が定める額 

 

 

（4） 広島県立歴史民俗資料館管理運営規則 

昭和 54年３月 20日 

広島県教育委員会規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この教育委員会規則は，広島県立歴史民俗資料館（以下「資料館」という。）の管理及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （開館時間） 

第２条 資料館の開館時間は，９時から 17時までとする。 

２ 教育長は，必要と認めるときは，前項の開館時間を臨時に変更することができる。 

（休館日等） 

第３条 資料館の休館日は，次のとおりとする。 

（1） 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号。以下｢法律｣という。）に規定する休日（以

下「休日」という。）に当たるときは，その日後においてその日に最も近い日曜日，土曜日又は休日以外の

日） 

（2） １月１日から１月４日まで及び 12月 28日から 12月 31日まで 

２ 教育長は，必要と認めるときは，前項の休館日以外の日において臨時に休館し，又は，同項の休館日におい

て臨時に開館することができる。 

３ 教育長は，前項の規定により，臨時に休館し，又は開館しようとするときは，あらかじめ，公告するものと

する。 

 （入館券の購入等） 

第４条 資料館の展示する資料を観覧しようとする者は，入館前に，入館券を購入しなければならない。 

２ 前項の規定により入館券を購入した者は，資料館に入館する際には，入館券を係員に提示しなければなら 

ない。 

３ 入館券は，これを返還して現金の還付を受け，又は紛失その他の理由によつても再交付を受けることができ

ない。著しく汚染し，又は損傷した入館券は，無効とする。 

 （入館料の免除） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は，通常の展示に係る入館料を免除する。 

（1） 身体障害者手帳の交付を受けている者 

（2） 戦傷病者手帳の交付を受けている者 

（3） 療育手帳の交付を受けている者 

（4） 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（5） 満 65歳以上の者 

（6） 県内の大学又はこれに準ずる学校に在学する外国人留学生 

（7） 幼保連携型認定こども園又は幼稚園，小学校，中学校，高等学校若しくはこれらに準ずる学校の校長（幼

保連携型認定こども園及び幼稚園にあつては，園長）が学校教育活動であることを証明した場合において，

当該幼保連携型認定こども園の幼児又は当該幼稚園の幼児，当該小学校の児童，当該中学校若しくは当該高
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等学校の生徒若しくはこれらに準ずる者の引率者 

（8） 特別の展示と併せて通常の展示を観覧する者 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は，広島県教育委員会が行う展示に係る入館料を免除する。 

（1） 法律第２条に規定するこどもの日における小学校の児童、中学校の生徒又はこれらに準ずる者 

（2） 法律第２条に規定する文化の日における入館者 

（3） ひろしま教育の日を定める条例（平成 13年広島県条例第 40号）第３条に規定するひろしま教育ウィー

クにおける小学校の児童、中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者 

３ 前２項のほか，教育長が特別の理由があると認めるときは，入館料を減免することができる。 

４ 第１項第１号から第７号までのいずれかに該当し，入館料の免除を受けようとする者は，該当することを証

する書類を提示しなければならない。 

（遵守事項） 

第６条 資料館においては，広島県立歴史民俗資料館設置条例（昭和 54年広島県条例第４号）第６条第１号か

ら第４号までに掲げる事項のほか，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（1） 展示資料，展示設備等をき損し，又は汚損しないこと。 

（2） 他人に危害を及ぼし，又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行しないこと。 

（3） その他係員の指示に従うこと。 

（禁止行為） 

第７条 資料館においては，次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし，教育長の許可を受けた場合は，

この限りでない。 

（1） 行商その他これに類する商行為 

（2） 寄附の募集 

（3） 宣伝その他これに類する行為 

（4） 広告物の掲示若しくは配布又は看板，立札類の設置 

 （入館の制限等） 

第８条 教育長は，前２条の規定に違反するおそれのある者に対しては資料館への入館を拒否し，これらの規定

に違反した者に対しては資料館からの退去を命ずることができる。 

 （損害の責任） 

第９条 資料館の展示資料又は施設若しくは設備をき損し，汚損し，又は滅失した者は，これによって生じた損

害を賠償しなければならない。 

 （補則） 

第 10条 この教育委員会規則に定めるもののほか，資料館の管理及び運営に関し必要な事項は，教育長が定め

る。 

   附 則 

 この教育委員会規則は，昭和 54年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 30年２月 19日教育委員会規則第１号） 

 この教育委員会規則は，平成 30年４月１日から施行する。 

 

 

（5） 広島県教育委員会組織規則（抜粋） 

平成９年４月１日 

広島県教育委員会規則第４号 

 第２章 事務局 

  第２節 地方機関 

   第４款 みよし風土記の丘 

 （名称及び位置） 

第 20条 広島県立みよし風土記の丘設置及び管理条例（昭和 54年広島県条例第３号）第１条の規定により設置

された広島県立みよし風土記の丘の名称及び位置は次のとおりである。  

名    称 位    置 

広島県立みよし風土記の丘 三次市高杉町及び小田幸町 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('354901010003000000MH','354901010003000000MH',%20'7')
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（分掌事務） 

第 21条 広島県立みよし風土記の丘は，次に掲げる事務を分掌する。 

（1） 古墳群の保存管理及び公開に関すること。 

（2） 古墳群の調査研究に関すること。 

（3） 施設を一般の利用に供すること。 

 

 第４章 学校以外の教育機関 

  第７節 歴史民俗資料館 

（名称及び位置） 

第 43条 広島県立歴史民俗資料館設置条例（昭和 54年広島県条例第４号）第１条の規定により設置された広島

県立歴史民俗資料館（以下「歴史民俗資料館」という。）の名称及び位置は次のとおりである。 

名    称 位    置 

広島県立歴史民俗資料館 三次市小田幸町 

（業務） 

第 44条 歴史民俗資料館は，次に掲げる業務を行う。 

（1） 歴史，考古，民俗等の資料の収集，保管及び展示に関すること。 

（2） 歴史，考古，民俗等の資料の調査研究に関すること。 

（3） その他県民の文化財に関する知識及び教養に資するために必要な業務に関すること。 

（内部組織） 

第 45条 歴史民俗資料館に次の課を置く。 

総務課 

学芸課 

（各課の分掌事務） 

第 46条 歴史民俗資料館の各課の分掌事務は，次のとおりとする。 

総務課 

（1） 公印の管理に関すること。 

（2） 文書及び物件の収受，発送及び整理保存に関すること。 

（3） 館員の人事，給与，服務及び福祉厚生に関すること。 

（4） 令達予算の執行に関すること。 

（5） 施設及び設備の管理保全に関すること。 

（6） 前各号のほか，館内の連絡調整及び学芸課の所掌に属しない館務に関すること。 

学芸課 

（1） 歴史，考古，民俗等の資料の収集，保管及び展示に関すること。 

（2） 歴史，考古，民俗等の資料の調査研究に関すること。 

（3） その他県民の文化財に関する知識及び教養に資するために必要な業務に関すること。 

 

第５章 附属機関 

（附属機関） 

第 63条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称，目的及びその主管課は，次のとおり

とする。 

 （抜粋） 

主管課 名  称 目     的 

文化財課 広島県博物館協議会 広島県立美術館，広島県立歴史民俗資料館及び広島県立

歴史博物館の運営に関し，教育委員会の諮問に応じると

ともに，教育委員会に対して意見を述べること。 

附 則（平成 29年３月 23日教育委員会規則第２号） 

この教育委員会規則は，平成 29年４月１日から施行する。 
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（6） 広島県博物館協議会条例 

平成 13年３月 26日 

広島県条例第３号 

（設置） 

第１条 広島県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に，広島県博物館協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会は，広島県立美術館，広島県立歴史民俗資料館及び広島県立歴史博物館の運営に関し教育委員会の諮

問に応じるとともに，教育委員会に対して意見を述べる機関とする。 

（組織） 

第２条 協議会は，委員 15人以内で組織する。 

２ 委員は，教育委員会が任命する。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。 

（雑則） 

第７条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会に諮って定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 13年４月１日から施行する。 

（広島県立美術館協議会条例の廃止） 

２ 広島県立美術館協議会条例（昭和 43年広島県条例第 38号）は，廃止する。 

（広島県立歴史博物館設置条例の一部改正） 

３ 広島県立歴史博物館設置条例（平成元年広島県条例第 23号）の一部を次のように改正する。 

   第７条を削り，第８条を第７条とする。 

 

 

 



- 47 - 

 

利 用 案 内 

■  みよし風土記の丘 

   開園時間… 9:00～17:00 年中無休･入園無料 

■  歴史民俗資料館 

    開館時間… 9:00～17:00（入館は 16:30まで） 

    休 館 日… 月曜日（祝・休日の場合は開館） 

          ※月曜日が祝・休日の場合は開館し，この日以降最も近い平日（土曜日を除く）に休館し

ます。 

                    年末年始（12月 28日～１月４日） 

    入 館 料… 一    般  200円（160円） 

                    大  学  生  150円（120円） 

                    高校生以下及び満 65歳以上  無料 

                    ※（  ）は 20人以上の団体料金 

                    ※特別企画展は別料金です。 

※学校教育活動として，所定の手続きにより入館する高等学校までの園児・児童・生徒の引率者は，常設展の

入館料が免除されます。また，常設展には他にも，入館料の各種免除規定があります。 

※その他，資料館と風土記の丘の利用に当たっては，気軽に資料館に御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● みよし風土記の丘・歴史民俗資料館まで 

（自家用車） 三次 I.Cから約 10分 

             三次東 JCT・I.Cから約 20分 

三良坂 I.Cから約 10分 

（タクシー） 三次駅から約 15分 

（バ    ス） 三次駅から廻神経由三和支所行，あるいは上田小跡行に乗車，風土記の丘入口下車（日・

祝日運休） 

（Ｊ  Ｒ） 神杉駅下車徒歩約３km 

● 風土記の丘北口まで 

神杉駅から 1.5km 

北口から資料館まで 1.5km 
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