
研究活動報告

?筑波大学 先史学 e 考古学研究j第 18号発刊

先史学実習(岩手県岩泉町)三宅裕(期間:1011 ~ 10/6) 

考古学実智(茨城県かすみがうら市・平三坊貝塚)常木 晃. )11 島尚宗，種石 盤"村上i尚子，鈴開智子(却j

間 10111~ 10117) 

JII西宏幸 アコリス遺跡の発掘調査(エジプト). Pre/iminωJ' Report AKORlS 2006 (共編著)• 

常木 晃 テル・エル・ケルク遺跡の発掘調査(シリア).平三坊貝塚の発掘調査(考古学実習). i新石器i時

代の巨大集落ーシリア，テル・エJレ・ケルク遺跡の 2006年度調査-J r考古学が語る古代オリエント 2006J 日

本西アジア考古学会(共著). rシリア，ラタキア県における考古学的踏査-2006 -J r考古学が語る古代オリ

エント 2006j 呂本西アジア考吉学会(共著). A Decade of Excavatiol1s at Tel/ el-Kerkh， j 997-2006， Deparlment of 

Archaeology， University of Tsukuba (共著). r新石器時代の巨大集落を探るーテル・エjレ・ケルク逃糊;の発拙制

査一」日本西アジア考古学会第 12回総会・大会要旨集(共著). iシリア・ラタキア地域における遺跡踏査プロ

ジェクト J 日本西アジア考古学会第 121ヨ総会・大会要旨集(共著). iテル・エ1レ・ケルク遺跡の締査からみた

北西シリアの新石器時代編年Jr商アジア考古学の編年一日本の考古学調査関からのアブローチ-j (共著).

f研究計画 西アジアにおける都市化過程の研究Jr文部省科学研究費補助金特定領域研究セム系部族社会の形

成第 31国シンポジウム平成 17~ 18年度の研究成栄j. r研究計画 llifアジアにおける都市化過程の研究 平成 18

年度研究報告Jr文部省科学研究費補助金特定領域研究セム系部族社会の形成平成 18年度研究報告上

Developm巴ntof the clay sealing system in the Neolithic period in West Asia -:fi'om an archaeological study 01' Tell el-

Kerkh r文部省科学研究費補助金特定領域研究セム系部版社会の形成平成 18年度研究報告J. r考在学-J1H論・

方法・実践-J (共訳・共監修). Proto醐Neolithiccaves in the Bolaghi Valley， south Iran， Iran 44 (共著).

三宅 裕 サラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡の発掘調査(トルコ共和国). Salat C3I11l Yam: Dicle l-lavzasl' nda 

Canak Comlekli Neolitik Don巴meait Yeni Bir Yerle~me. Tu，北iye'de八reolitikDo・nem:Yeni KazJ!ar， }'enI Bu/gu/ar. r四ア

ジア先史時代におけるパイロテクノロジーの起源とその展開i平成 15年度~平成 18年度科学研究費補助金ii¥i:盤

研究B成果報告書 2005Ylh DiyarbakIr Ili， Salat Camii Yal1l KaZlSl. 28. Kazl SO/Juclal'l Toplantlsl 2. Ci/t. r考古学

理論・方法・実践-j (共訳・共監修). i西アジアにおける土器の起源を探る:トルコ，サラット・ジャーミ

ー・ヤヌ遺跡第3次調査 (2006年)Jr平成 18年度今よみがえる古代オリエント 第 141百四アジア発掘銅査報告

会報告集1. i西アジアにおける土器の起源を探る トルコ，サラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡筋3次制査

(2006年)J r平成 18年度今よみがえる古代オリエント 第 141ill西アジア発掘調査報告会J (口頭発表). 2006 

Ylh DiyarbakIr Ili， Salat Camii Yal1l KaZlSl. 29. KaZl SOl1uclan ToplantlSI. (口頭発表). r北メソポタミアにおける土

器新石器代の編年一トルコ共和菌，サラット・ジャーミー・ヤヌ遺跡の成果から一」日本西アジア考古学会創

立十周年記念シンポジウム IIIr EJ本考古学調査団からのアプローチ(誼)一新石器時代-j (口頭発表).r土器

の開始が語るものJ東京大学創立 130周年記念事業公開講座 f植物・動物・社会一西アジア考古学からみたド

メスティケーションの始まり J(口頭発表). iトルコにおける初期農耕:文化:これは農耕村落なのか?J日本西

アジア考古学会 2007 年度公I~目セミナ- r世界最古の農耕村落の出現ー西アジア先史考古学の最前線-J (口頭

発表). r新石器時代をどう評価すべきかーアナトリア先土器新石器時代の事例から-J rインキュベーション・

スタデイーズ fメソポタミア文明における王朝の交代と環境問題j研究会j(口頭発表). 

3寄藤 瑞穂 「赤穴式対向連弧文土器考Jr信濃j59-2. i再-録:下総後期弥生土器研究のあゆみJrゃちくりけ

んJ1. r埼玉の二軒屋式土器の位霊と意義Jr埼玉の弥生時代j.

花坂 哲 Prelimil1wyReport AKORlS 2006 (分担執筆) i地方都市の民衆が手にした技術~アコ 1)ス遺跡発掘

調査の成果より~J (口頭発表).

渥美 賢吾 「小野遺跡出土の灰粕陶器についてJr稲敷市歴史民裕資料館館報j第1号(共著). i柏崎窯跡群

と古霞ヶ浦沿岸の地域社会Jかすみがうら市郷土資料館平成 19年度企画展示解説書{柏崎窯跡、群J.i東留にお

ける古代須恵器窯の構造変化とその特敏一茨城県木葉下窯跡群の分析から-J r窯跡研究j2. かすみがうら市

郷土資料館平成 19年度企画展示記念講演「柏崎窯跡群と古霞ヶ浦沿岸の地域社会J(口頭発表).茨城県考古学

協会第29題研究発表会「埋められた薬研堀ーかすみがうら市宍倉城跡北辺の調査から-J (口頭発表).市民の
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古代研究会・関東7月講演会「土器からみた七世紀の東毘社会J(口頭発表).国土舘大学考古学会 f古代社会

の地域間交流jシンポジウム・プレ検討会[茨城県台渡里廃寺出土の古代土器J(口頭発表).窯跡研究会第4

田総括討論会 f古代須恵器生産における地域差とその意義J(口頭発表).富士舘大学考古学会 f古代社会の地

域開交流j平成 19年度第 l囲研究集会「関東平野東部における須恵器流通の諸相一律令成立期前後の常睦を中

心として-J (口頭発表).第7回大学考古学研究交流会 f台渡里遺跡群出土古代土器の様式変化とその背景J
(口頭発表). r宍倉城跡発掘繭査報告一市道改良工事に伴う域郭北辺の調査-j (共編著)• 

小野翼手奨子 「新しき時代を告げるもの~考古学研究室の調査成果から~J r古彩J25 

)11島 尚宗 f平三坊貝塚ifilJ長:報告一環状盛土遺構検出の実践と課題-J i筑波大学先史学・考古学研究j第

18号. Possible steatopygia in prehistoric central Japan: evidenc巴fromclay figurines， Anthropological Science (共著). 

「縄文社会における饗宴の重要性Jr高梨学術奨励基金年報(平成 18年度)J. Feasting and inter-village networks. 

14th Neolithic Seminar (口頭発表). 

パルディス・ミラグロス 研究課題:縄文時代物質文化の基礎的研究

池田 和奨研究課題:前2000年紀古代エジプトにおけるコアガラスの研究

種石 1事 「宮古島市島尻所在長墓遺跡の2006年度調査概報Jr筑波大学先史学・考古学研究j18号(共著).

f東北地方における原史・古代の土錘についてJr物質文化J83号.r原史・古代の内陸漁携Jr考古学談叢1.

中尾麻由実 「古代武器研究会三輪山踏査記Jr古代武器研究jVo1.8. 歴史人類学会第四回大会 f常陸におけ

る装飾古墳の出現背景についてJ(口頭発表).

長益)11敦章 第 1410西アジア発掘調査報告会発表 fシリア，ラタキア県における考古学的踏査-2006 -J (共
同発表).特定領域研究「セム系部族社会の形成:ユーフラテス河中流域ピシュリ山系の総合研究J第 3侶シン

ポジウム「平成 17~18年度の研究成果j 発表 rArchaeological Survey in the Bishri Region， South of Raqqa: The 

Distribution and Location of Archaeological SitesJ (口頭発表).日本商アジア考古学会第 12回大会発表「シリア，

ラタキア県における考古学踏査一青銅器時代における周辺地域の解明を百指して一J(共同ポスター発表).特

定領域研究 fセム系音15族社会の形成:ユーフラテス河中流域ピシュリ山系の総合研究j第2次現地調査報告会

発表「ユーフラテス中流域における青銅器時代の遺跡の様相ーテル・ガーネム・アル・アリ遺跡を中心に -J
(口頭発表). rシ1)ア，ラタキア県における考古学的踏査一 2006-J r平成 18年度 考古学が語る古代オリエン

ト 第141百四アジア発摺調査報告会報告集J(共著). A Decade of Excavation at Tell el-Kerkh， 1997-2006 (分担執

筆).rジャパル・ピシュリ周辺における遺跡分布とその立地の歴史的背景一第一次調査成果を中心に-J rセム

系部族社会の形成NewsletterJ6. 

鈴関 智子 歴史人類学会6月例会「筑波LlJ麓における中世五輪塔の諸相J(口頭発表).

村上 尚子研究課題:西アジア新石器時代の埋葬の研究.

平成19年度卒業論文・博士論文一覧

卒業総文(先史学・考古学コース)

小早川 TIII奨 動物意!庄選物から見る縄文人の動物観

前133 洋春 古墳H寺代と地域社会の関わり ~種ヶ浦閥辺地域の古墳調査から~

八木 燦太古代エジプトのキ111殿レリーフにおける浮彫と沈め彫りの使い分けについて

ーカルナク神殿での調査を例に一

吉日~:主喜 続縄文J~j における舌状部を伴う住居:l:Jl:について

米111 紗矢香 情報発指と博物館

具志 さっき 縄文時代文化における木材燃料の確保に関する研究

博士論文(人文社会科学研究科)

強f藤瑞穂東北北部における弥生土器の研究

デイヴイナ ハギス Tours ofthe Trenches:Public Archaeology in Australia and Japan 
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