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国宝土偶「縄文の女神」

プライム企画展フラワ－アレンジメント

入館者 1 万人突破セレモニ－

「縄文の女神」奇跡の復活秘話
よし ふみ

館長：髙橋 剛文
現在、我が国には縄文時代の国宝は
６点あり、そのうち土偶は５点あります。

のです。壊れた土器の一部と思っていた
遺物が、土偶の頭部であることに気づき

2012 年、本館の土偶「縄文の女神 」
ました。４片の「土偶片」を接合し、片
(高さ 45 ㎝、肩幅 17 ㎝、重さ 3.155 ㎏)
方の足がない状態にまで「復元」するこ
は４番目に指定を受けました。
とができた時は、興奮を通り越して、血
1992 年、舟形町西ノ前遺跡で整理箱に
の気が引いていく感じがしたそうです。
して約 750 個にのぼる遺物が出土しまし
静寂のなかで、比類なき衝撃的な遺物整
た。土器片は大型のものが多く、小破片
理が行われました。
が少ない状態でした。また、土偶は破損
残りの片足を何とか見つけ出してほし
した状態のものが多く発掘されました。
いと願いつつ、午後の作業開始から約１
夏の暑い日の昼休み、現場事務所に置
時間後に発掘されました。担当した調査
かれた整理箱の中には、多くの遺物が入っ 員と作業員の熱意を感じ取ることができ
ていました。調査員の黒坂雅人さんは休
憩中の作業員さんの邪魔にならないよう
にと、一人静かに遺物の整理を行ってい
ました。ふとその時、整理箱の中にあっ
た二つの土偶片を手にして断面を合わせ
てみると、うまく接合することができた

ます。
約 4500 年前に壊されて捨て去られた
土偶が、ここに完全な形でよみがえりま
した。いくつもの『奇跡』が重なって、
現在、本館第２展示室の入口にて、皆様
をお待ちしております。

プライム企画展のご案内

← 当館で一番大きな展示会です

令和元年 6 月 22 日（土）～ 令和元年 9 月 23 日（月・祝）

ぜひお越しください!

現在開催中！

華のやまがた －花き産業、その美の創造 －
令和元年度プライム企画展「華のやまがた －花き産業、その美の創造－」は、山形で栽培される
花きとそれを取り巻く産業や文化をひろく県民の皆様に紹介する展示会です。
山形県は国内有数の農業県ですが、花きの生産でも全国にその名を知られる存在です。長年夏バ
ラの出荷が全国１位であるばかりでなく、近年ではさくら「啓翁桜」が冬季の桜として全国トップ
シェアを獲得するなど、その品質が高く評価されています。
今回の展示会では、玄関に山形県産の生花を飾り、その色と形、匂いを実際に体感していただく
ことができるという、新しい試みに挑戦しています。第３
展示室では山形から広まったクリスマスローズや、花き産
業を支える山形打刃物、植物の美を追求している植物画の
世界などをお楽しみいただけます。特に紅花の色素研究に
関わる日本最初の女性化学者黒田チカ博士の「研究業績標
本」は初公開となります。
山形県で栽培される花の美しさ、それが織り成す文化の
世界をぜひご覧ください。
※詳しい情報は当館 HP で確認してください。

秋の展示会 予告！

（山形市産のゆり）

乞う!ご期待!

令和元年 10 月 12 日（土）
～令和元年 12 月 27 日（金）

特別展「やまがたの城 －発掘調査から見える近世城郭の形成－ 」
現在、全国各地の近世（主に江戸時代）の城は、石垣などの保存修理や城門・御殿建築の復元など、
文化財の保存と活用を目的とする整備が実施されています。これに伴い、
「お城」に対する関心が高ま
り、天守閣のある豪壮華麗な近世城郭から、わずかな遺構しか残っていない山城まで、
「城巡り」がブ
ームになっています。
今回の特別展では山形県内の４つの地域の代表的城郭（山形城・
米沢城・鶴ヶ岡城・新庄城）の発掘資料や城下絵図・幕末から明
紹介するとともに、
山形県師範学校が歩んだ明
治・大正・昭和初期に撮られた城の古写真などを紹介いたします。
治期の軌跡をたどって本県教育の近代化の歴
在りし日の「お城」の姿を存分に味わってみてください。
史を振り返るものです。
展示構成と主な展示資
会期中には４回の展示解説会、２回の外部講師を迎えての記念
料は以下のとおりです。
講演会、そして東北文化の日（10/26・土）には記念イベントとし
◇創設者三島通庸と初代校長齋藤篤信
て、霞城公園（山形城跡）内を散策しながら、城の歴史や発掘調査
の状況を聞くことができる行事を準備しています。ぜひご来館ください。

山紋瓦（山形城址出土 本館蔵）
※詳しくは後日当館 HP にも掲載

わたしも
楽しみ！

「１階地学学習展示の小改変」

舟形町「めがみちゃん」

1 階階段周辺にある地学学習展示は本

きくし、解説もより解かりやすい表現に

館開館時に設けられた部分です。高等学

改め始めました。早速、5 月に南側の鉱物

校で学ぶ程度の地学の内容を岩石、鉱物、

展示部分からラベルを改めました。順次

化石の 3 分野に分けて展示しています。

ラベルを改め、必要な部分には解かり易

設置後、2002 年頃に標本の入れ替えと
表示の一部改変、2015 年に一部改編され

い解説等を加えていく予定です。お楽し
みにしてください。

「山形県の石」コーナーが化石展示に設
けられました。
しかしながら、①展示ラベルや解説の
文字が小さく見えにくい②表示ラベルが
一部黄ばんでしまい古さが目立つ③補助
する矢印などがなく解りづらい、などの
問題点があります。
そこで、今年度表示ラベルの文字を大

「みんなおいでよ！博物館まつり」
5 月 5 日の「こどもの日」には「春の
さて、来たる 8 月 11 日（日・祝）には
博物館まつり」が行われました。元号が
「夏の博物館まつり」が行われます。毎年
令和に改まってから初めての大きなイベ
大好評の“ナイトミュージアム”。今年も
ントということで、1000 名以上のたくさ
職員一同、様々な趣向を凝らして皆様のご
んのお客様に足を運んでいただきました。 来館をお待ちしています。当日は 18 時から
今年の春の博物館まつりでは、「つくっ
どなたでも無料で利用できますので、ぜひ
てあそぼう！」をテーマに、化石のレプ
夏の夜の思い出づくりに当館にお越しくだ
リカつくりや新聞工作を体験してもらい
さい。
(春の博物館まつり)
ました。また、「博物館のお宝をさがせ！」
では、館長からのミッションに挑戦して
もらいました。「宝探しが楽しかった！」
「的あてで、上手に当てることができた
よ。」など、嬉しくなるような感想もたく
さん寄せられました。お越しくださった
皆様、本当にありがとうございました。

ご利用団体（平成 31 年 4 月～令和元年 6 月）
平成から令和にかけて、以下の団体の皆さんがご
来館されました。どうもありがとうございました。

最上町

大堀小学校

山形市

こまくさ学園 山形南保育園
第一小学校 第二小学校 第六小学校
東沢小学校 南小学校
村山特別支援学校 明治小学校

山形県(学校団体)

本沢小学校 第三中学校

朝日町

宮宿小学校

飯豊町

添川小学校 第二小学校 手ノ子小学校

県立霞城学園高等学校
山形学院高等学校

大石田町 大石田北小学校 大石田小学校
大江町

山形大学(学士課程基盤教育機構)

左沢小学校

尾花沢市 福原小学校 福原中学校
金山町

明安小学校

河北町

谷地西部小学校

山辺町

作谷沢小学校

米沢市

関小学校 県立米沢工業高等学校

県外(学校団体)

寒河江市 寒河江小学校 寒河江中部小学校
寒河江西根小学校 幸生小学校

宮城県

宮城県立宮城第一高等学校

高松小学校 南部小学校
新庄市

沼田小学校 萩野学園

天童市

荒谷小学校 天童南部小学校

一般団体
鈴木ハイテック

天童北部小学校
伊佐沢小学校

中山町

豊田小学校

西川町

西川小学校

東根市

東部こども園 大森小学校 小田島小学校
長瀞小学校 東根小学校
舟形小学校

真室川町 真室川小学校
村山市

光信国小(台湾台北市)

※50 音順掲載（学校団体は保育園、幼稚園、小学校、
中学校、高等学校の順で掲載）

長井市

舟形町

仙台市立中山中学校

楯岡小学校 楯岡特別支援学校

学校の教育・学習活動などで当博物館を利用
される場合、入館料を減額・免除できる制度
があります。見学予定日の 10 日前まで申請
書を提出してください。申請書は博物館ホー
ムページよりダウンロードできます。案内を
希望される場合は、解説員およびボランティ
アが館内をご案内しますので、事前にご連絡
ください。

!

令和初の博物館シーズン到来！（令和元年 7 月～10 月）
7月

★印は事前申し込みが必要です。詳細は当館 HP をご参照ください。

27 日（土） 自然学習会 2019②（飯豊） ★
28 日（日） プライム企画展 展示解説会＆
フラワーアレンジメント③★

8月
3 日（土） プライム企画展 記念イベント
「はじめてのフラワーアレンジメント」 ★
4 日（日） プライム企画展 記念イベント
「世界で一つ！紅花で染める皮細工」★
5 日（月） 夏休み特別開館
5 日（月）～7 日（水）「花笠まつり」協賛 開館延長
6 日（火） 高校生学芸員一日体験講座
（人文分野） ★
7 日（水） 高校生学芸員一日体験講座
（自然分野）★
11 日（日） 夏の博物館まつり（ナイトミュージアム）
13 日（火） 国宝「縄文の女神」展示解説会③
17 日（土） 博物館友の会 講演会②

8月
25 日（日） プライム企画展 展示解説会＆
フラワーアレンジメント④★

9月
8 日（日） プライム企画展 記念イベント
「フラワーアート～植物画を描く～」★
プライム企画展 記念講演会
「曽祖父、植物の精・牧野富太郎を語る」★
23 日（月） プライム企画展 展示解説会＆
フラワーアレンジメント⑤★

10 月
12 日（土）
12 日（土）
14 日（月）
26 日（土）
27 日（日）

特別展「やまがたの城」開展！
特別展 展示解説会①
国宝「縄文の女神」展示解説会④
特別展記念イベント「山形城の楽しみ方」★
特別展 記念講演会①

※10/26・27 は「東北文化の日」記念無料開館!
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