
            

 

 

企画展「ひょうごの遺跡 2019－調査研究速報－」の開催について 

 

 兵庫県が実施した発掘調査と出土品整理による最新の調査成果を一堂に公開する 

企画展「ひょうごの遺跡 2019」を開催します。 

 平成 29 年度に刊行された発掘調査報告書に掲載した遺跡と、今年度発掘調査を行 

った遺跡から、選りすぐりの資料をいち早く紹介します。 

 

 開催期間：平成 31 年 1 月 19 日（土）～3 月 24 日（日） 

      9 時 30 分～17 時（入館は 16 時 30 分まで） 

 会  場：兵庫県立考古博物館特別展示室 

 観 覧 料：大人 200 円 大学生 150 円 高校生以下無料 

 展示資料：平成 29 年度発掘調査報告書刊行遺跡 

摂津 観音寺跡 広根遺跡  （猪名川町） 

         石道才谷・堂ノ後遺跡 （川西市） 

         日下部遺跡 （神戸市北区） 

      但馬 西垣古墳群 （豊岡市） 

      淡路 井手田遺跡 （南あわじ市） 

      平成 30 年度速報遺跡 

         竹貫中世墓 耳谷草山古墳群 （豊岡市） 

         前田遺跡 （姫路市） 

         宗佐遺跡 （加古川市） 

         明石城武家屋敷（城下町）跡 （明石市） 

 企画展解説：1 月 20 日（日） 2 月 17 日（日） 3 月 17 日（日） 

       いずれも 13 時 30 分～ 

 

 関連行事 

講演会 いずれも当館講堂 13 時 30 分～15 時（12 時 50 分開場）定員 120 人  

・2 月 2 日（土） 考古学から見た律令制 

    講師：別府 洋二 (公財)兵庫県まちづくり技術センター副課長 

 ・2 月 16 日（土） 探訪 世界の博物館－ハンズオン展示と子供博物館－ 

    講師：村上 賢治 兵庫陶芸美術館所長補佐 

・3 月 2 日（土） 庭園と考古学 

    講師：平田 博幸 当館事業部長 

 

発掘調査速報会 当館講堂 定員 120 人          

・3 月 10 日（日） 13 時 30 分～16 時（12 時 50 分から整理券配布） 

 (公財 )兵庫県まちづくり技術センターの調査担当者が最新の発掘成果を報告しま

す。 
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(学芸課長 藤田 淳) 
東播磨県民局 



１/19  ～３/24１/19  ～３/24土 日

１月20日（日）
２月17日（日）
３月17日（日）
※いずれも午後１時30分～

平成31年平成31年

触れる・体感する、考古学のワンダーランド。

※（　）は20名以上の団体料金
※障害者手帳提示で本人は半額、介護者1名は無料
※70歳以上の方は大人料金の半額

｜観覧時間｜午前9時30分～午後5時
 （有料ゾーンへの入場は午後4時30分まで）
｜休 館 日｜月曜日 ※祝休日の場合翌平日
｜観 覧 料｜大　人：200（150）円｜大学生：150（100）円｜高校生以下無料

主催 |兵庫県立考古博物館　　共催 |公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センター

兵庫県立考古博物館  特別展示室会場
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企画展解説

コンパス紋の初期須恵器

初期須恵器（蓋）

装飾付須恵器

※画像はすべて前田遺跡（姫路市）出土



兵庫県立考古博物館
マスコットキャラクター

ほったん

30教Ⓟ2-028A4

触れる・体感する、考古学のワンダーランド。

〒675－0142　加古郡播磨町大中 1－1－1　
｜電話｜079－437－5589  
｜H P｜http://www.hyogo-koukohaku.jp/

　アクセス

｜電車｜・JR土山駅南出口から「であいのみち」を徒歩15分
 ・山陽電車播磨町駅から喜瀬川に沿って徒歩25分
｜ 車 ｜・第 2神明・加古川バイパス明石西 ICから約3km
※博物館に駐車場はありません。できるだけ公共交通機関をご利用く
ださい。周辺には播磨町大中遺跡公園駐車場（64台/有料）と播磨町野
添であい公園駐車場（50台/有料）があります。
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兵庫県立考古博物館

兵庫県が実施した発掘調査と出土品整理による最新の調査成果を一堂に公開します。平成29年度に刊行された発掘調査報告
書に掲載した遺跡と、平成30年度に発掘調査をおこなった遺跡から、選りすぐりの資料をいち早く紹介しようとするものです。

●29年度発掘調査報告書刊行遺跡
　摂津 猪名川町 観音寺跡　広根遺跡
 川西市 石道才谷・堂ノ後遺跡
　 神戸市北区 日下部遺跡
　但馬 豊岡市 西垣古墳群
　淡路 南あわじ市 井手田遺跡

●30年度速報遺跡
　竹貫遺跡（豊岡市日高町）
　前田遺跡（姫路市網干区）
　宗佐遺跡（加古川市）
　耳谷・草山古墳群（豊岡市日高町）
　明石城下町遺跡（明石市）

２月２日（土） 考古学から見た律令制
　別府洋二　公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 副課長

２月16日（土） 探訪 世界の博物館
　　　　　　　　　―ハンズオン展示と子供博物館―
　村上賢治　兵庫陶芸美術館所長補佐

３月２日（土） 庭園と考古学
　平田博幸　当館事業部長

※各回とも13:30～15:00（12:50開場）
　混雑時は開場時間を早める場合があります。
　当館講堂　定員120名【無料】

講 演 会

公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターの調査担当者が
最新の発掘成果を報告します。

　3月10日（日） 13:30～16:00（12:50より整理券配布）
　当館講堂　定員120名【無料】

発掘調査速報会

新春イベント 考古博DEお正月
 ～お正月らしいお楽しみを用意しています～
　１月２日（水）13:00～15:30 メインホール 【参加無料】
　•独楽に色塗り（定員80名 12:00から整理券配布）
　•古代文字カレンダー
　•新春おみくじ（要観覧券）

節 分 ～鬼瓦のお面で鬼退治～
　１月２７日（日）13:30～15:30  【事前申込】 受付11/27（火）～

古代の技に学ぶかごづくり
 ～天然素材の小物入れ～
　２月１０日（日）10:00～12:00  【事前申込】 受付12/11（火）～

ガラス勾玉でアクセサリーをつくろう！
　２月２４日（日）10:00～15:30  【事前申込】 受付12/25（火）～
　申込み、お問い合わせは☎079-437-5564 学習支援課

期間中のイベント・体験講座
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1/2（水）～

竹貫中世墓（豊岡市）

前田遺跡（姫路市）

宗佐遺跡（加古川市）

耳谷草山古墳群（豊岡市）

明石城武家屋敷跡（明石市）


