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特

集

あいちの遺跡

～遺跡発掘から新しい歴史を発見する～

時おり見かける工事現場、もしかしたらそれは遺跡の発掘現場なのかもしれません。博物館などでガラス越しにみる土器や石器、
実は意外と身近な場所から出土したものが多いのです。今号では、こうした遺跡の発掘調査の実態について、公益財団法人愛知県
教育・スポーツ振興財団の愛知県埋蔵文化財センター調査課職員に寄稿いただきました。

遺跡って何？
し、近世はその地域に必要なもの、近現代はその地域にとっ

◎史跡と埋蔵文化財包蔵地との違い

て特に重要なものを対象とすることができるとされています。

「遺跡」とは、過去の人々が活動した痕跡が残る場所を指し

この埋蔵文化財包蔵地の所在を周知するために、各地方公

ます。欧米では、活動の場が数十年経過すれば遺跡と認識す

共団体は遺跡分布地図を作成・公開しています。愛知県では

るぐらい幅広い言葉です。この考え方を当てはめるとほぼ日

マップあいち
（愛知県統合型地理情報システム）の愛知県文化

本国全体が遺跡となってしまい、その全てを保護しようとす

財マップ（埋蔵文化財・記念物）に遺跡地図がまとめられてお

ることは現実的ではありません。

り、インターネット上で閲覧することができます。

そこで
「遺跡」とは別に、行政的には「史跡」と
「埋蔵文化財包
蔵地」という言葉が用意されています。
「史跡」は将来にわたり
大切に保存する遺跡であり、国や地方公共団体が残すべき範
囲を指定します。一般に史跡の改変については厳しい制約が
課されます。
一方、
「埋蔵文化財包蔵地」
は、文字通り地中に埋もれた文化
財
（遺構や遺物）が含まれている土地を指します。文化庁から
の通知では、おおむね中世までの遺跡を埋蔵文化財の対象と

【マップあいち】

発掘調査とは？
掘削します【表土掘削】。そして中世以前の地層（遺構面）が出

◎発掘調査はどんな時に行うの？

てきたところから、人力による本格的な掘削を行います。

遺跡の発掘調査は目的によって、大学などが研究のために

発掘調査は、具体的には建物跡などの遺構（不動産）と土器

行う「学術調査」
と、開発によって失われる前に行う
「緊急調査」

や石器などの遺物（動産）を見つけ出し、その状態を調べる調

に分けられます。残念ながら日本では、発掘調査の大半は
「緊

査です。まずは遺構面を丁寧に削って土の違いや遺物の出土

急調査」として行われています。

状況などから遺構を探し【遺構検出】、こうして発見された遺

愛知県文化財マップに示された周知の埋蔵文化財包蔵地で

構は堆積状態を記録しながら掘り進めていきます【遺構掘削】。

土木工事などにより掘削行為をしようとする人は、文化財保

遺構や遺物の出土状況は正確な図面や写真
（動画）として記録

護法に基づき届出するよう義務付けられており、愛知県県民

を残し、遺物はその位置情報などを記録して取り出していき

文化局文化部文化芸術課文化財室は個別にその取り扱い方法

ます。全ての遺構を掘削し終えた段階で、調査範囲全体の写

を決めます。協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存

真撮影を行います。

できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し
（記録保存＝緊急調査）、その経費については開発事業者に協
力を求めています（事業者負担）
。ただし、個人が営利目的で
はなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めるこ
とが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費に
より実施される制度があります。
記録保存のための発掘調査は、原則として開発する事業者
が国や県などの場合は県が、それ以外は各市町村が行うこと
に決められています。愛知県埋蔵文化財センターは、事業者
が国や県などの場合、発掘調査の実務を県から委託を受けて
行っています。

◎発掘調査はどのように進められているの？

【遺構掘削】

緊急調査では、中世まで
（必要に応じて近世以降まで）を対
象としています。一般に近現代の堆積物はまず、大型機械で

愛知県埋蔵文化財センター ☎0567-67-4163
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出土した遺物の大半は水洗いした後によく乾燥させ、出土
地点ごとに収納します。一方、脆弱な遺物や微小な遺物は状
態に合わせた処置を行い、木製品や金属製品などの劣化しや
すい遺物は保管の仕方に工夫が必要となります。
現地の調査が終了した後は、割れた状態の遺物を接合して
本来の形に復元し、接合・復元された遺物は写真撮影や図面
作成
【実測】を行います。そして、現地で記録した情報も合わ
せて発掘調査報告書を作成します。愛知県埋蔵文化財センター
ではこれまでに200冊以上の発掘調査報告書を刊行し、図書
館などに配付しています。また、報告書のPＤF
データは、同センターのホームページからダウン

【遺物接合作業】

ロードすることもできます。

あいちの遺跡の特徴とは？
倣した守護所としての前期清須城から、織田・豊臣系城郭と

◎発掘調査から明らかになるあいちの遺跡の特徴

しての後期清須城へ大きく変化したことが判明しました。小

このようにして行われる発掘調査からは、その場所がどの

牧山城や安土城などの調査成果と考え合わせると、織田信長

ように利用されたかという土地の履歴が判明します。そして、

が築き上げた革新的な城郭と城下町の実態が徐々に明らかに

他の遺跡と比べることにより、この場所の特性や各時代の特

なってきています。

徴などが明らかになっていきます。

一方、清須市と名古屋市にまたがって所在する朝日遺跡は、

あいちの遺跡の特徴は、窯業生産に関する遺跡が多いこと

高速道路の建設などの理由で緊急調査が実施され、東海地方

が挙げられます。一昨年に完結した『愛知県史』では、
「資料編

を代表する弥生時代の大集落であることがわかりました。複数

考古」の５巻とは別に
「別編窯業」が３巻も編さんされたほどで

の濠で囲まれた環濠集落であり、特に環濠に設置された逆茂木

す。この他にも、三英傑に関わる戦国時代から江戸時代の城

と乱杭の発見は他に類例がありません。弥生時代では、戦闘が

館遺跡の調査成果は、全国的に注目されています。

多く行われたことをわかりやすく示す貴重な事例として、社会
科の教科書や参考書などにその写真が掲載されています。
このように、私たちの周囲にはさまざまな遺跡が存在して
おり、それを発掘調査することで、新しく歴史を塗り変えて
いく可能性を秘めているのです。

【別岨古窯群の窯跡】

【清洲城下町遺跡出土の石垣】

清須市には織田信長が居城した清須城があり、その城と城
下町の全体が
「清洲城下町遺跡」として周知されています（※
「きよす」の表記は、
「清須」と
「清洲」の二通りあります）
。これ
までに10万㎡以上の面積が発掘調査され、室町将軍邸を模

【朝日遺跡の乱杭】

全国最大規模の弥生集落
「朝日遺跡」を紹介する遺跡博物館として、2020
年11月にオープンしました。赤彩土器、銅鐸、骨角製漁労具など重要文化
財に指定されている出土品を中心に展示し、映像や模型で弥生時代の生活、
交流の様子を学ぶことができます。
また、屋外には竪穴住居、高床倉庫、環濠などを復元しており、火起こし
体験などをとおして弥生時代の生活を体験・体感することができます。
清須市朝日貝塚1

TEL ／ 052-409-1467

開館時間／ 9：30 ～ 17：00

公式Webサイトはこちらから→

休館日／月（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/28 ～ 1/3）
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NPO法人

どんぐりモンゴリ

～子どもたちに残して行く子どもたちとの森づくり～

NPO法人 どんぐりモンゴリは

子どもたちが
「どんぐり
（ブナ科の果実）
」
から苗木を育
て、水源地などに植える森づくりの活動を行う団体です。
「モンゴリ」
とは、蒙古櫟
（もうこくぬぎ）
のことです。

2005年12月に設立したNPO法人どんぐりモンゴリは、子どもたちが育てたどんぐりの苗木を水源地に植え、森を再生して命の
水を育む活動、育てた苗木を東日本大震災の被災地に植える活動、国外では内モンゴルの樹木が育ちにくい沙漠地域での植樹活
動と沙漠難民の子どもたちへの学資支援に取り組んでいる団体です。これらの活動の中で、長年にわたりモリコロパークで子ども
たちと
「命を育む森づくり活動」
に取り組んだ功績が認められ、昨年９月に、令和２年度愛知県ボランティア活動功労者表彰を受賞
しました。長久手市にある事務所を訪ね、理事長の⻆和保明さんに、団体の成り立ちと活動へ込めた思いなどをお聴きしました。

◆「木を植える文化」を広めたい◆

⻆和さんは、建設機械メーカーで中国地方に勤務した際、広島の牡蠣の養殖業者の植樹活
動から、森の豊かさと海の豊かさのつながりの大切さを実感しました。中国山地のスキー場
などの建設に関わっていた⻆和さんは、
「自分が開発した建設機械が森や海を壊している…」
と、会社を辞めて本格的に森づくりの勉強を始めました。その中で参加した内モンゴルの沙
漠植林活動ツアーで沙漠化の深刻さを実感し、
「木を植える文化」を広める必要性を感じます。
⻆和さんは、未来を担う子どもたちとともに、国内の水源地植林と内モンゴルの黄沙発生現
地の沙漠緑化に取り組むNPO法人を設立し、森づくりを始めました。植えるのは、たくさん
の葉を落として森を豊かにし、栄養たっぷりの水を海に届けることができる「どんぐり」。
「ど
んぐりモンゴリ」
の名前には、団体設立への強い思いと理念が込められています。

【理事長の⻆和保明さん】

◆どんぐりウォーカー◆

幼稚園や小学校、ガールスカウト、放課後児童クラブなどの各団体の子どもたちが、家庭
や学校で愛情をもって育てた苗木を植える
「どんぐりウォーカー」という活動をしています。
どんぐりウォーカーには3つの約束①どんぐりの森での役割とパワーを学ぶ
（必ずどんぐり授
業を受ける）②どんぐりのポット苗を育てる③どんぐりの森をつくる（植樹・育樹）がありま
す。
「自分で育てた苗木だから、子どもたちがモリコロパークや東栄町の木を見に来てくれる。
大人になっても来てくれたら、自分たちがやってきたことの意味がわかる。子どもたちの森
づくりの道筋を作って行くことにやりがいを感じている」と⻆和さんは言います。
【鳳来東小学校の植林活動】

◆優しい東北の風景を◆

2008年、東栄町の水源地の山にクヌギを植樹する際、葉が多い木に育つ良いどんぐりは
ないかと探していたところ、福島県郡山市の友人がミカン箱いっぱいのどんぐりを送ってく
れ、そのどんぐりをどんぐりウォーカーである鳳来東小学校の子どもたちが苗木に育ててく
れました。2011年、東日本大震災の被災地への支援を考えている子どもたちに、
「東北から
もらったどんぐりから育てた苗木があるじゃないか」と⻆和さんが提案し、東北での植樹が
始まりました。東北生まれのどんぐりから育てた苗木を宮城県岩沼市の「千年希望の丘」へプ
レゼントし続け、今では子どもたちが送ったクヌギやコナラの木が立派に育っています。ど
んぐりの木は、根が縦に深く張り津波にも強い木です。
「津波で木が流れたら、昆虫も小鳥も
いなくなった。木を植えて花が咲いて実がならないと…」。優しい東北の風景を取り戻すこ
【
「千年希望の丘」
で育つどんぐりの木】
とが⻆和さんの願いです。

◆子どもたちに残して行く子どもたちとの森づくり◆

令和2年は、新型コロナウイルス感染防止のため子どもたちがほとんど活動に参加できず
辛い日々が続きましたが、モリコロパークで感染防止対策をしたうえで、
「牛乳パック苗木づ
くり」を行った際には、活動を心待ちにしていた親子が楽しく参加しました。モリコロパー
クにおいては今後も、
「ジブリの森の回廊づくり」などの植樹活動を子どもたちと継続してい
きます。
「『どんぐり先生！』と呼ばれ、この年で子どもたちと一緒に活動をできるなんて最高！ど
れだけやっても終わりのない森づくりを命ある限り子どもたちとやっていきたい！」⻆和さ
んの森づくりへの熱い思いは子どもたちに届いていることでしょう。
（A.T）

【問合せ先】

NPO法人

どんぐりモンゴリ （理事長：⻆和保明）
TEL：090-1099-7056
HP：http://www.mongori.jp/
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【苗木づくり】

県内各地で様々な団体のみなさんが、その活動を通じて地域づくりに貢献しています。また、
活動によって生まれる出会いや交流は、ご自身の生きがいにもつながっています。このコーナー
では、地域づくり活動を行っている団体のみなさんの特色ある取組をご紹介します。

～ 一緒に何かをしよう！、一緒に学ぼう！～

NPO法人

みらい

知立市の外国人の人口の割合は7.2パーセント
（2020年）で、県内でも高い割合となっています。とりわけ知立団地のある昭
和地区は、地区人口の42.7パーセントを外国人が占めています。多文化共生を推進する市は、2012年、団地内に多文化共生
センター「もやいこハウス」を開設しました。現在ここを拠点に、外国にルーツを持つ子ども達の学習支援を行うNPO法人みら
いは、その活動が評価され、2020年に愛知県多文化共生推進功労者表彰を受賞しました。
今号では、その代表理事を務めるオチさや香さんに、活動内容や活動に対する思いを伺いました。

◆学区を越えて児童・生徒にアットホームな学習環境を◆
名鉄本線牛田駅から徒歩15分、全73棟
（1995戸）からなる知立団地の広さには圧倒
されます。その中の商店街の一角に
「もやいこハウス」があります。入ってみると細か
く部屋が仕切られており、ここで学習支援が行われています。その一部屋をお借りし、
お話を伺いました。
団地の高齢化と外国人の増加についてオチさんは、
「日本の未来」と指摘します。市は、
日本語教育が必要な外国人の児童生徒に対して、初期の日本語教育や小中学校への適
応指導を行う早期適応教室を2008年度に開設しました。その教室で日本語指導をして
いたオチさんは、
「日本語に不慣れな家族は子どもの勉強を見ることができない」ことを
危惧し、
「地域でアットホームな学習環境は作れないか」と考えました。そこで、愛知県
が地元経済界と協力して創設した
「日本語学習支援基金」を活用し、
「みらい」を起ち上げ

【オチさや香さんと長男の陸くん】

たのが2009年1月のことです。今では、国籍や学区に関わりなく、外国にルーツを持
つ多くの児童生徒がここに集います。

◆子育て支援から多文化交流へ◆
外国人の児童生徒の保護者の中には、言葉や制度が分からず、子育てに不安を抱え
ている人は少なくありません。
「外国人は同じ国籍同士で固まっているのか、といえば
そうではない」と言います。
「外国人家族を孤立させない」ために始まったのが、愛知医
科大学看護学部の先生との協働による多文化親子サポート事業「みらいJｒ.」です。
「就学前の子を持つ保護者に向けて育児情報を提供する」事業ですが、いつしかそこ

【学習支援の様子】

に集まる人たちの多文化交流の場としても発展していきました。また、
「内容が堅くなっ
てしまわないよう、親子で楽しめる活動も採り入れる」ことで、様々な悩みにもフラン
クに相談してもらえる環境が整ってきたとのことです。

◆人と人との繋りで誰も取り残さない◆
やりがいを尋ねてみると、
「国籍を問わず、人と人との繋がりができていくことが楽
しい」という答えが返ってきました。
「活動に日本人がもっと参加してくれて、楽しんで
いるうちに、気が付いたら活動の仲間になっていたとなれば嬉しい」。
「みらい」
は、
「愛知県子育て外国人の日本語習得モデル事業」を始めとした行政の事業
を受託するとともに、民間助成も獲得した実績がありますが、目下の悩みは、スタッ

【ベビーマッサージ体験
（みらいJr.）】

フと資金の不足、それに加えてコロナ禍とのことです。それでも、目標を聞いてみる
と、屈託のない声で
「続けていくこと！」
と返ってきました。また、今後の課題としては、
学齢期を過ぎてしまった子どもの就学支援とのことです。

◆日本の未来の姿◆
知立団地に隣接する知立東小学校は、クラスの半数が外国人。ここに通学する日本
人の子ども達は、「クラスに外国人がいることが当たり前で、国籍を気にせず、仲良く
勉強している」と聞きました。国籍、言語、文化、生活習慣などを超えて、日本人と外
国人が共に生活している街を目の当たりにし、なるほどここは、日本の
「みらい」かも
しれないと思いました。ところで、
「もやいこ」とは、三河地方の方言で
「一緒に何かを
する」という意味だそうです。

（T.M）
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【卒業した先輩の体験を聴く会】

【問合せ先】 ＮＰＯ法人みらい
 mirai_chiryu@yahoo.co.jp
TEL 080-3679-0765

情報提供機関紹介

あいち航空ミュージアム
◇航空宇宙産業が集積する愛知県
愛知県を中心とした中部地区は、全国の航空機部品を５割以上生産するなど航空宇宙産業の集積が厚く、その中でも県
営名古屋空港周辺は、航空機産業が集積するエリアです。自動車産業に次ぐ産業の柱として期待される航空機産業は技術
分野の裾野が広く、他産業へ技術が波及する重要な産業となっています。
こうした中、あいち航空ミュージアムは航空機をテーマとしたミュージアムとして、
「航空機産業の情報発信」
「航空機産業をベースとした産業観光の強化」
「次代の航空機
産業を担う人材育成の推進」の3つをコンセプトに、2017年11月に県営名古屋空港内
に開館しました。
あいち航空ミュージアムでは、県営名古屋空港で初飛行をした戦後初の国産旅客機
YS-11をはじめとした、愛知県にゆかりある航空機の実機展示や、実験や工作を通じ
て航空機が飛ぶ仕組みを楽しく学ぶサイエンスラボ、パイロットや整備士の職業体験
など、誰もが身近に航空機関連技術や魅力に触れることができます。

館内

◇空への憧れを育む体感型ミュージアム
館内に入るとすぐに、日本の航空史に名を残した航空機100機を1/25スケールの超
精密模型で一堂に展示した「名機百選」がご覧いただけます。時代と共に変わる航空機
の特徴を紹介しながら、機体素材の進化や複葉機から単葉機への移行など、わが国に
おける航空機の変遷をたどることができます。
映像コンテンツでは、愛知県の航空機の歴史と発展を大型3Ｄ映像で紹介する
「オリ
エンテーションシアター」
や、プロジェクションマッピングを使って航空機が飛ぶ仕組
みやジェットエンジンの内部構造をわかりやすく説明する
「“飛行”の教室」
があります。
名機百選

また、客席が揺動するモーションシートで、愛知県周辺の自然や都会上空を上下左右
に突き進みながら、迫力ある遊覧飛行を楽しめる
「フライングボックス」
も人気です。

滑走路まで約300ｍの展望デッキからは、旅客機やビジネス機、ヘリコプターといった様々な機体の離着陸を見ること
ができます。ハンモックも設置されており、寝そべりながら青空の下で滑走路を眺め
る開放感は格別です。
その他にも、普段は入ることができない展示機体の機内公開や紙ヒコーキ教室など、
様々なイベントを随時開催しています。最新の情報は、あいち航空ミュージアムWEB
サイトでご案内していますので、ご確認ください。
あいち航空ミュージアムは、広い世代の皆様が
「空への憧れ」を呼び覚ますミュージ
アムとして、航空機を身近に感じ、関心を持っていただけるよう、これからも魅力づ
くりに努めていきます。皆様ぜひご来館ください。

展望デッキ

あいち航空ミュージアム

YS-11シミュレーター
“五つ星”チャレンジ

開館時間 ： 9：30～17：00（最終入館は閉館の30分前）

本格シミュレーターで

休 館 日 ： 火曜（祝日の場合は翌日）

ゴールドパイロット目指せ！

入 館 料 ： 一般 1,000円 大学・高校生 800円

あいち航空ミュージアムの人気プログラム
「YS-11パイロットシ
ミュレーター体験」で最高評価
（五つ星）を獲得した方に、ミュージ
アム特製ウィングマーク
（バッジ）
をプレゼント！

		 中・小学生 500円 未就学児無料
所 在 地 ： 〒480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場


（県営名古屋空港内）

Ｔ Ｅ Ｌ： 0568-39-0283
Ｆ Ａ Ｘ： 0568-29-2011
あいち航空ミュージアム
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愛知うつわ物語

愛知県陶磁美術館の協力による連載です。
歴史ある愛知のやきものを陶磁美術館のコレ

第5話

－愛知県陶磁美術館コレクションでたどる愛知の陶磁史－

クションとともに紹介します。

江戸明治の愛知古陶
愛知県には古くから続くやきものの産地―瀬戸と常滑があり、近世以降にはその産業文化を活かして県域各地でやきもの作りが
展開しました。

1

3
1

は、江戸時代の笹島焼です。笹島焼は江戸時代後期か

ら大正年間にかけて、現在の名古屋駅付近の笹島で制作され

治年間に、岡崎中心市街の北東、現在の岡崎市民会館付近で

ました。中央に描かれた｢摩竭
（まかつ｣｣は、想像上の怪魚。

制作されました。明治5年
（1872）
、岡崎城下町の有力商人た

周囲には梅花を透かし彫り技法と鉄絵技法の二種で表現し、

ちが京都より陶工・永楽和全を招いて創業したものです。美濃、

四隅には木具のような脚を付けた、繊細な造形となっていま

瀬戸等の素地を用い、赤絵や絵高麗
（白化粧土の上に鉄絵付け

す。江戸時代に瀬戸で生産された陶磁器は釉薬をかけ、高温

したもの）などの意匠を中心に、日常品や茶器などが生産され

で素地を硬く焼き締めた硬質施釉陶磁器でしたが、近世名古

ました。

屋城下では、比較的低い温度で焼成した軟質施釉陶器が作ら

３は伊万里

れました。
笹島焼は生業
のやきものとし

（有田）の磁器
たものとされ、
内外面に赤絵

ざしたものでし

と金彩で四季

たが、近世名古

の 花 と 蝶、 吉

屋では尾張徳川

祥の文様を描

家御庭焼として

い て お り、 甲

の
「御深井焼
（お
古屋城内で制作

山焼において
１

されたほか、尾

は特に豪華な

笹島 摩竭文四方鉢 江戸時代
（19世紀） 幅17.9×18.1 cm

として開拓されたのが、甲山焼だったのです。
近世後期から明治期にかけての愛知県域では、本連載で紹

は、江戸時代の犬山焼です。犬山では18世紀後半に「今

介したやきものだけでなく、内海焼（南知多町）、八ツ面焼や

井焼」が瀬戸･美濃窯系の技術で生産された後、19世紀に
「犬

深喜亭焼（ともに西尾市）、弓月焼や挙母焼（ともに豊田市）な

山焼」が創業して現在に至っています。桜花と紅葉が対峙する

どが制作されました。また、三州瓦
（主に高浜市、碧南市）、

絵付は
「雲錦手（うんきんで）
」と呼び、犬山焼の代表的な意匠

尾張七宝（主にあま市）のほか、近代陶磁器工業生産や陶芸制

の一つです。雲錦の名は「吉野山の桜は雲とかとぞ見え、竜田

作が瀬戸、常滑のみならず名古屋をはじめ県内各地で展開し

川の紅葉は錦の如し」の語句に由来するもので、近世京焼系の

て現在に至っています。やきものは、各地で産出する原料と

デザインです。幹や枝は鉄絵で下絵付けされ、紅葉は赤と緑

伝統的な技術、地域の経済と社会文化に根ざして作られ、使

の上絵付け、桜花ではさらに白化粧土の点描技法を用いて表
近世瀬戸焼が
下絵付け陶磁器

甲山 色絵花蝶文鉢
明治10年（1877） 口径17.9 cm

います。明治開化期における殖産興業、岡崎の新たな特産品

した。

現しています。

３

意匠となって

張藩士、医師、商人等による趣味のやきもの作りが展開しま

2
1

3

に上 絵 付けし

1

て商品生産をめ

ふけやき）
」が名

は、岡崎で制作
（加彩）された甲山焼です。甲山焼は明

われているもので、地域社会の個性を反映している貴重な文
化遺産といえます。皆さんも、是非お住まいの地域にある歴

2

史博物館、郷土資料館や美術館で、古い焼き物を見て、地域
の歴史と文化に思いをはせてみてはいかがでしょうか。
（完）

を中心とした生
産であったのに

まなびぃあいち第64号から隔号で連載してまいりました
「愛知うつわ物語」は、今号をもって終了いたします。
ご愛読ありがとうございました。

対し、犬山焼は
瀬戸とは異なる
色絵付け陶器を
中心とし、やや
高級感のある華
やかな食器生産

２

犬山 色絵雲錦手大鉢
江戸時代
（19世紀） 口径44.5 cm

瀬戸市南山口町234
TEL： 0561-84-7474

が目指されました。
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講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベントを紹介します！

内 内容 場 場所 対 対象（どなたでも参加できる場合は記載なし） 定 定員（ない場合は記載なし）
料 受講料、入場料、参加費、教材費
電 電話番号
休 休館日

（無料の場合は記載なし） HP ホームページ



申 申込方法

（申込不要の場合は記載なし） ※各講座・イベントの概要を掲載しています。詳細は各問合せ先へお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止または
延期となる場合があります。必ず問合せ先へご確認のうえ、お出かけください。

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

4月

改装休館前
「大一美術館所蔵コレクション逸品展」
開催中～ 4/4（日） 10：00 ～ 17：00
（最終入館16：30まで）

料 大人

800円
大学・高校生

600円
中学・小学生

400円

大一美術館
名古屋市中村区鴨付町1-22
HP https://www.daiichi-museum.

co.jp/
電 052-413-6777
休 月曜日
（祝日の場合は翌平日）、

内 19世紀末から20世紀初頭に世界中を席巻した

4/5（月）より休館

芸術様式アール・ヌーヴォー。所蔵作品から、
ア ー ル・ ヌ ー ヴ ォ ー の 二 大 巨 匠 エ ミ ー ル・ ガ
レ、ドーム兄弟の、大一美術館でしか観覧でき
ない貴重な作品や万博出品作の名品を多数出展。
（4月5日より改装のため長期休館）
場 大一美術館

特別展
「王朝文学と古筆切」
開催中～ 5/16（日） 9：00 ～ 16：30

料 一般

500円
高校・大学生

300円

春日井市道風記念館
春日井市松河戸町5-9-3
HP「道風記念館」
で検索

電 0568-82-6110

内 古今和歌集や源氏物語などの王朝文学が書写さ

休 月曜日
（5/3（月・祝）は開館し、

れた、華麗な古筆切69点を展示します。

5/6（木）は休館）
場 春日井市道風記念館

大型映像
「ようこそ恐竜ミュージアム（3D/2D）」

料 観覧料など詳細は

ホームページ参照

豊橋市自然史博物館
豊橋市大岩町字大穴1-238
HP https://www.toyohaku.gr.jp/

開催中～ 6/19（土）

sizensi/
電 0532-41-4747

内 史上最大恐竜と史上最強恐竜はこうして生まれ

休 月曜日
（月曜日が祝・休日の場合はそ

た！

の翌平日）

恐竜の謎が科学的に解き明かされる。
場 豊橋市自然史博物館

（C）
D3D CINEMA, LLC
（C）DINOSAURS OF
ANTARCTICA, LLC
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

企画展
「植物文様の民芸」

豊田市民芸館・陶芸資料館

開催中～ 8/29（日） 9：00 ～ 17：00

豊田市平戸橋町波岩86-100
HP http://www.mingeikan.toyota.

aichi.jp/

内 牡 丹文を貼り付けた半胴甕、大輪の菊模様が美

電 0565-45-4039

しい石皿など、植物をモチーフに取り入れた民

休 月曜日
（ただし祝日の場合は開館）

芸品は多く、これらは江戸時代に盛んに作られ
ました。同時代の絵入り事典として圧倒的な項
目数を持つ
『和漢三才図会』の挿絵とともに民芸
品を約250点展示紹介します。
場 豊田市民芸館・陶芸資料館

第1・2民芸館

胎教アドバイザー ®資格講座

対赤
 ちゃ ん と 関 わ る （一社）日本胎教協会

方、助産・医療・保 京都府京都市下京区中堂寺南町134
育・教育・栄養・カ

（公財）京都高度技術研究所8階
ウンセラー関連の資
HP https://taikyo-jp.net/certificate/
A：6/24（木）
・25（金）
格・免許を有する方、
B：6/17（木）
・18（金）
電0
 70-1782-0223
胎 教 を 体 系 的に 学
C：4/22（木）
・23（金）
休土
 日、祝、研修時
びたい方など
いずれも10：00 ～ 15：00
申 ホームページ・お申込みフォーム
定 7名
（https://ws.formzu.net/fgen/
料 202,400円
内 胎教アドバイザー ®は、胎教
（おなかの赤ちゃん
S3928473/）にて、先着順。
（分納可、フォロー
によい環境づくり）のスペシャリスト。受講期間
1年、講習、テキス
1年フォロー。テキスト7冊
（5科目）
、課題など。
ト代すべて込）
参加必須の講習2日は、実践を中心としたオンラ
イン受講。胎教を体系的に学び、明るい家庭づ
くりに役立てませんか。

開催中～ 10/24（日）
※オンライン講習ABC日程いずれかに参加必須

場 通学講習会をオンラインに切り替えています。

定 22名
心理カウンセラー養成講座

（土曜集中） 料 9,000円

NPO法人日本次世代育成支援協会
一宮市大志1丁目6-17 ミヤタビル3階
HP https://npo-jisedai.org/kouza.

開催中～ 2022/3/19（土） 9：45 ～ 16：45

htm
電 0586-73-3911

内 心 理カウンセラーに必要な認知療法や応用行動

申 電話・メール
（info@npo-jisedai.

分析、また発達障碍やゲーム依存症の対処等の
知識が得られます。子育てや自己啓発にも役立

org）にて、随時受付。

つ内容です。毎月第1又は第3土曜の集中講座で、
12回受講で修了資格となります。講師は名城大
学非常勤講師の鷲津氏が務めます。
場 NPO法人日本次世代育成支援協会

8

名称・開催日時・内容・場所

やきものの心に挑んだ

瀬戸・美濃の美展
3/13（土）
～ 6/13（日） 10：00 ～ 17：00
（最終入館は16：30まで）
内 瀬戸焼と美濃焼は千年を超える歴史を有し、互

いに交流を続けました。明治時代以降、新しい
技術を導入しながら、美術品へと質を高めて輸
出用陶磁器の華を咲かせました。

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

料 一般

1,000円 横山美術館
高・大学生・
名古屋市東区葵1-1-21
シニア65歳以上
HP https://www.yokoyama-art
800円
museum.or.jp/
中学生
600円
電 052-931-0006
小学生以下 無料
休 月曜日
（ただし5/3（月・祝）は開館）、
障がい者手帳を
5/6（木）
お持ちの方 700円
※各種割引制度あり。

本企画展では、優れた技巧で世界を魅了した近
代の瀬戸焼・美濃焼の美を紹介します。
場 横山美術館

WEBでのリモート

心理カウンセラー講座
3/13（土）
～ 2023/2/11（土）
9：30 ～ 12：00

対 WEB講座のためイ

ンターネットが使
用できる環境の方
定 30名

内 ネ ットで心理カウンセラーに必要な認知療法や

一宮市大志1-6-17

ミヤタビル3階

HP https://npo-jisedai.org/

webkouza.html

料 2カ月
（2回）ごとに



NPO法人日本次世代育成支援協会

9,000円

応用行動分析、また発達障碍やゲーム依存症の
対処等の知識がご家庭で学べます。子育てや自
己啓発にも役立つ内容です。毎月第2土曜の講座

電 0586-73-3911
申 電話・メール
（info@npo-jisedai.

org）にて、随時受付。

を24回受講で修了資格となります。講師は名城
大学非常勤講師の鷲津氏が務めます。
場 愛 知県一宮市から発信しますが、各家庭で受講

できます。

大型映像
「オーシャン
（2D）
」

料 観覧料など詳細は

ホームページ参照

豊橋市自然史博物館
豊橋市大岩町字大穴1-238
HP https://www.toyohaku.gr.jp/

3/20（土）
～ 6/19（土）

sizensi/
電 0532-41-4747

内 海 の生きものたちを驚異の映像で体感するマジ

休 月曜日
（月曜日が祝・休日の場合はそ

カル・ワールド！

の翌平日）
場 豊橋市自然史博物館
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

不動産鑑定士による

不動産の無料相談会

名古屋市中区栄四丁目3番26号
HP https://www.aichi-kanteishi.

4/1（木）
～ 17（土） 10：00 ～ 16：00

or.jp/
電 052-241-6636

内 不動産に関する無料相談会を愛知県内13会場に

て開催します。不動産の価格・有効利用など、

申 名古屋会場、春日井会場、稲沢会場、

不動産に関するお悩み、疑問などがございまし
たらお気軽にお越しください。日程、会場など
は弊協会HP内の
「無料相談のご案内」ページの会

小牧会場での相談は、電話での予約
が必要。

場一覧表をご確認ください。
場 名古屋、春日井、一宮、稲沢、小牧、半田、安城、

刈谷、岡崎、豊田、瀬戸、豊橋、豊川の各会場

愛知県森林公園

森のアカデミーテニス教室
4/1（木）
～ 3/31（木）
水・金曜日		  9：00 ～ 11：00
								 （初級、初中級、中級）
日曜日				  9：15 ～ 10：45
								 （ジュニア 小3 ～中3）
							 11：00 ～ 12：30
								 （初級、初中級）

定 水・金曜日コース

株式会社ウッドフレンズ
20名 愛知県森林公園運動公園ハウス


日曜日コース

各10名
料 水・金曜日コース

 22,000円/10回

8,800円/4回
日曜日コース

8,800円/4回

尾張旭市大字新居5182-1
HP https://www.aichisinrin.or.jp/
電 0561-53-1552

（FAX 0561-53-9876）
休 月曜日
（国民の祝日に当たる場合はそ

の翌日）
申 窓口・FAX・電話にて、先着順。

※詳細はHP。

内 プロのコーチとのレッスンでテニスの楽しみを

もっと味わってみませんか？チケット制で会費
も入会金もかからないから簡単。未経験者も大
募集中！
場 愛知県森林公園テニスコート

所蔵日本画展
墨色との語らい

料 一般

500円
中高大学生 300円

桑山美術館
名古屋市昭和区山中町2-12
HP http://www.kuwayama-

4/3（土）
～ 7/4（日） 10：00 ～ 16：00

museum.jp
電 052-763-5188

内 水墨画は、にじみやぼかし、かすれなどの筆墨

休 月曜日
（祝日の場合開館）・

技法や濃淡によって墨一色でも色彩を感じるこ
とがあります。横山大観、川合玉堂、竹内栖鳳
など近代日本画の巨匠による水墨画のほか、淡

祝日の翌日

彩を施した墨彩画などの日本画をご覧ください。
入江波光
《若竹と子雀》
場 桑山美術館
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名称・開催日時・内容・場所

生活に密着したパソコン

パソコンライフ
4/5（月）
～ 6/24（木）
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00
18：00 ～ 21：00
会場によって曜日、時間が異なります。
詳しくはHPをご覧ください。

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

定 13名

いぬやまe-コミュニティーネットワーク

料 3時間×10回

犬山市松本町4-21


15,000円
（週1回・3か月
全10回）

HP https://www.inuyama.net
電 0568-62-1888
休 日祝
申 電話・メール
（office@inuyama.

net）・ホームページ申込フォームに
て、先着順。

内 パ ソコンは仕事に使うだけではありません。パ

ソコンをちょっとした生活に取り入れて、便利
に・楽しく使ってみませんか？ VR体験・地図グ
ラフ・Webサービス活用等、毎期最新の情報を
取り入れています。
場 犬山市民交流センターフロイデ

（犬山市松本町4-21）
犬山市南部公民館
（犬山市羽黒摺墨11）
犬山市勤労青少年ホーム
（犬山市大字羽黒新田字上堅筬1-1）

鯱龍太鼓

鯱龍太鼓
和太鼓基本講座

名古屋市南区浜田町1-10

近藤産興株式会社内

4/13（火）
～ 8/31（火） 毎週火曜日
18：30 ～ 20：00

HP http://www.nandemo.jp/taiko/

index.htm
電 052-614-2514

内 小学校高学年から後期高齢者までを対象とした、

（FAX 052-614-4317）

無料の
「和太鼓基本講座」です。

申 郵送・FAXにて、

純粋に、和太鼓のすばらしさを理解いただきた

3/21（日）～ 4/10（土）まで

く、鯱龍太鼓が開催しています。
場 近藤産興

東海機材センター内ホール
（東海市新宝町22）

〈特別展〉高崎市タワー美術館 収蔵品
つなぐ、つながる、日本の美

－東西画壇の実力派が集結－

料 一般 

1,100円 名都美術館
大高生 
800円 長久手市杁ケ池301番地
中学生以下 無料
HP http://www.meito.hayatele.co.jp
電 0561-62-8884

第一期：4/17（土）
～ 5/16（日）
第二期：5/18（火）
～ 6/20（日）
10：00 ～ 17：00

休 月曜日
（ただし5/3（月・祝）は開館）、

5/6（木）

内 近 現代の東西画壇を舞台に活躍し、日本美術発

展に貢献した画家たちの作品を高崎市タワー美
術館の収蔵品により紹介する企画です。

上村松園
《小町の図》

場 名都美術館
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

第１回探鳥会

愛知県弥富野鳥園

4/18（日） 10：00 ～ 12：00

弥富市上野町2-10
HP https://www.aichi-park.or.jp/

yachou/

内 野鳥園の保護地内で日本野鳥の会愛知県支部の

電 0567-68-2338

案内人と一緒に野鳥観察をします。
場 愛知県弥富野鳥園保護地内

アタッチメント・ベビーマッサージ

インストラクター養成講座
4/24（土）
・25（日）

料 217,140円
（税込） 一般社団法人
※認定試験合格後、
別途認定申請料
（11,000円税込）
が必要。

日本アタッチメント育児協会
名古屋市熱田区金山町1丁目13-14

アールワン金山3F
HP https://www.naik.jp/course/

内 生 まれたばかりの赤ちゃんと心を通じあわせる

abm.php

ための
『アタッチメント・ベビーマッサージ』を、

電 052-265-6526

赤ちゃんとその家族に伝えていく『アタッチメン
ト・ベビーマッサージ インストラクター』の資
格が取得できます。
『 育児セラピスト前期課程
（2

申 インターネット・電話・メール
（info@

naik.jp）にて、満席になり次第締め
切り。

級）
』
も同時に修了できます。
場 ハッピーチャイルドセミナールーム

（名古屋市熱田区金山町1丁目13-14
アールワン金山3F）

いきものたちはわたしのかがみ
ミロコマチコ
（予定）
4/24（土）
～ 6/6（日） 9：00 ～ 17：00

料 一般 

1,000円 刈谷市美術館
学生 
800円 刈谷市住吉町4-5
中学生以下  無料
HP https://www.city.kariya.lg.jp/
museum/
電 0566-23-1636

内 ミ ロコマチコは、国内外の絵本賞や文芸賞をた

休 月曜日
（5/3（月・祝）は開館）、

て続けに受賞し、新作が常に期待される絵本作
家です。本展では、近作・新作を中心とした絵
画や絵本原画から、立体作品、書籍の装画、アー

5/6（木）

トディレクションまで200点以上を展示し、そ
の魅力を余すところなく紹介します。
場刈
 谷市美術館

《夜を通るいきもの1》
2020年
（C）
mirocomachiko

ペーパークラフト教室
4/24（土）
、5/22（土）、6/26（土）
13：00 ～ 16：00
※時間内ならいつでも参加できます。

対 小学生以上

名古屋海洋博物館

※カッターナイフを使用
しますので、安全のた
め小学3年生以下の方
は保護者同伴でご参加
ください。

港に関係する船のペーパークラフトや
「名古屋港
ポートビル」のペーパークラフトを作る工作教室
です。
場 名古屋海洋博物館

料 ペーパークラフト：



1部

100円

※大人は別途入場料
300円が必要
（小中学生以下は入場
無料）。
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HP https://nagoyaaqua.jp/garden-

pier/
電 052-652-1111

定 6名
内「南極観測船ふじ」
や「巡視船みずほ」など名古屋


名古屋市港区港町1-9

名称・開催日時・内容・場所

企画展
「名古屋海洋博物館のお宝展」
4/29（木）
～ 10/3（日） 9：30 ～ 17：00

対象・定員・料金
料 大人

小中学生

300円
200円

問合せ先・申込方法 等
名古屋海洋博物館
名古屋市港区港町1-9
HP https://nagoyaaqua.jp/garden-

pier/

内 今 回の
「名古屋海洋博物館のお宝展」では、南極

観測船ふじにちなんだ展示を行います。
「ふじ」は

電 052-652-1111

1965年に就航し、18年間南極観測船として活
躍しました。その後、1985年に名古屋港で南
極の博物館として開館し、2020年には開館35

休 月曜日
（休日の場合は翌日）

周年を迎えました。
場 名古屋海洋博物館

5月

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

SL写生大会

蒲郡市博物館

5/2（日）
～ 5（水・祝） 10：00 ～ 15：00

蒲郡市栄町10番22号
HP http://www.city.gamagori.lg.jp/

site/museum/josetsu.html#out

内 敷地内のSL
（蒸気機関車）D51201を描きます。

電 0533-68-1881

お好きな画材や道具を持ってきて、ご参加くだ
さい。
画用紙は当日受付でお渡しします。
「蒲郡SLを守る会」との共催です。
場 蒲郡市博物館

SL展示場付近

2021年度
日進キャンパス春季公開講座
5/15（土）
・22（土）
・29（土）、6/5（土）
10：00 ～ 12：00

対 年齢不問
（未就学児

は原則不可）
定 100名
料 2,000円

（税込/全4回分の資
内 一 昨年に行った
「自然災害と向き合う」に引き続

料代として）

愛知学院大学
日進市岩崎町阿良池12
HP https://www.agu.ac.jp/local/

extension/
電 0561-73-1111

（FAX 0561-73-9222）
申 FAX・Eメール
（koukai-k@dpc.

き“続”という形で、前回とは別の分野からのア

agu.ac.jp）・郵送にて、

プローチ
（歴史的観点・薬・生産ネットワーク・
心理学）
で各講師が講義を行います。

3/25（木）～ 4/16（金）。
定員に達した場合は抽選。

場 愛知学院大学

日進キャンパス

12号館

G105教室

第２回探鳥会

愛知県弥富野鳥園

5/16（日） 10：00 ～ 12：00

弥富市上野町2-10
HP https://www.aichi-park.or.jp/

yachou/

内 野鳥園の保護地内で日本野鳥の会愛知県支部の

電 0567-68-2338

案内人と一緒に野鳥観察をします。
場 愛知県弥富野鳥園保護地内
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

2021年度
名城公園キャンパス春季公開講座

対 年齢不問
（未就学児

5/27（木）
、6/3（木）
・10（木）
・17（木）
18：00 ～ 20：00
内「現代社会の多様性を考える」
を総合テーマに毎


は原則不可）
定 70名
料 2,000円

（税込/全4回分の資
料代として）

週木曜日に本学4人の教員がオムニバス形式で講
義を行います。

5/30（日） 14：00 ～ 16：00

日進市岩崎町阿良池12
HP https://www.agu.ac.jp/local/

extension/
電 0561-73-1111

（FAX 0561-73-9222）
agu.ac.jp）・郵送にて、
3/25（木）～ 4/26（月）。
定員に達した場合は抽選。

キャッスル
1101教室（名古屋市北区名城3-1-1）

とよた高専ワクワク広場

図書館で英語多読を始めよう

愛知学院大学

申 FAX・Eメール
（koukai-k@dpc.

場 愛知学院大学名城公園キャンパス

ホール

問合せ先・申込方法 等

対 中学校２年生～一

般の方
定 30名

豊田工業高等専門学校
豊田市栄生町2丁目1番地
HP https://www.toyota-ct.ac.jp
電 0565-36-5828

（FAX 0565-36-5930）

内 この講座では、英語多読の考え方、英文講読
（訳

申 メール・FAX・郵送にて、

読）
との違い、効果のしくみを解説するとともに、
名古屋市図書館の多読用英文図書も利用して英
語多読を始める方法、楽しむ方法について紹介
します。即効性は期待できませんが、30万語程
度読めば読書の感覚が変わります。

4/1（木）～ 5/16（日）

場 イーブルなごや
（名古屋市中区大井町7番25号）

6月

東谷山フルーツパークで楽しむ

初夏の自然観察会

定 15名

東谷山フルーツパーク
名古屋市守山区上志段味東谷2110
HP http://www.fruitpark.org/

6/6（日） 10：30 ～ 11：30

電 052-736-3344
申 電子申請・往復はがきにて、

内 東谷山フルーツパークの季節の見どころをご案

4/20（火）～ 5/10（月）。抽選。

内します。
場 東谷山フルーツパーク

愛知県生涯学習情報システム

学びネットあいち 情報提供機関募集中！

登録無料

登録すると、講座・イベント情報を、
「学びネットあいち」から随時発信したり、情報誌
「まなびぃあいち」（本誌）に掲載することができるほか、ウェブページ作成に関する講
習を無料で受講できるなど、さまざまなメリットがあります。ぜひご登録ください！
登録方法は

こちら

https://www.manabi.pref.aichi.jp/info/bosyuu.html
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学びネットあいち

生涯学習に役立つ様々な情報（講座・イベント、施設、講師、
ボランティア、教材等）を発信しています。
あなたも生涯学習情報満載の学びネットあいちを活用して、
様々な学びを体験してみませんか︖

学習情報検索

学べるWeb教材

検索 をクリックすると
「学びネットあいち」に登録
されている全ての学習情報
を見ることができます
（項目
ごとに表示）
。キーワードで
絞り込みもできます。

Web上 で 動 画 等 の 教
材を見ながら学習がで
きます。

その他、情報誌「まなびぃあいち」
のバックナンバーや、情報提供機
関の紹介など、様々な情報がご覧
いただけます。

今 日 の 講 座 ・イ ベ ン ト

スマートフォン用

講座・イベント情報に登
録されている情報が表示さ
れています。カレンダーを
使って日にち別の情報を調
べることもできます。

サイトはこちら

https://www.manabi.pref.aichi.jp

開館 30 周年！

愛知県図書館は、愛知芸術文化センターの一翼を担う図書館とし
て、1991 年に現在の場所（名古屋市中区三の丸）に開館し、2021 年
4 月で開館 30 周年を迎えます。そこで、2021 年度は開館 30 周年を
記念した展示やイベントを行う予定です。ぜひご来館ください。

愛知県図書館
〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目 9-3

Tel︓（052）212-2323

－愛知県教育委員会生涯学習課からのおしらせ－

令和 3 年度愛知県美浜（少年）自然の家主催事業

「海の生き物とふれあう！ 家族で地引き網体験」
目の前に広がる伊勢湾で、地引き網体験。みんなで力を合わせて網を引き、海から引きあげます。自分の手で引くから得られる感動を、
ご家族で体験してみませんか。例年人気のイベントです。令和3年度は2回開催します。

Part2 開催日

2021 年 5 月 15 日（土）～5 月 16 日（日）一泊二日
2021 年 6 月 26 日（土）～6 月 27 日（日）一泊二日

◇申込期限

4 月 30 日（金）

◇申込期限

6 月 11 日（金）

会

場

愛知県美浜（少年）自然の家

対

象

小学生以上の子どものいる家族

定

員

20 組（80 名程度）（申し込み多数の場合は抽選）

参 加 費

高校生以上 5,600 円、中学生以下 4,900 円

申込方法

HP のイベント申込フォーム（http://sizennoie-mihama.jp/event_form/）

編集・発行/公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県生涯学習推進センター
住所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号
（愛知県東大手庁舎２階）
T E L：052-961-5333 FAX：052-961-0232 HP：https：//www.manabi.pref.aichi.jp/center/
発行：令和３年３月

※パソコン用サイトもあります

愛知県図書館

Part1 開催日

72 juVE3ea

愛知県生涯学習情報システム

No.

おすすめ情報

◎愛知県生涯学習情報システム
「学びネットあいち」
◎愛知県図書館 開館30周年！
◎愛知県美浜
（少年）
自然の家
「海の生き物とふれあう！家族で地引き網体験」

に入力するか、チラシ裏面の申込書に記入し、FAX で送信または郵送でお送り
ください。

編集後記

Tel : (0569)-88-5577

子どもの頃、家の近くにあった神社は、その全体が前方後円墳で、神社を遊び場としていた
私たちは祠の周りで沢山の土器の破片を見つけました。あれから数十年、仕事で何度か訪問し
た愛知県陶磁美術館で様々な土器を見るたび、神社で見つけた破片はいったいどんな土器だっ
たのかと思いを馳せます。今号の特集では遺跡・発掘を取り上げました。編集をしながら、
「そ
うだったのか」
と膝を叩く場面が何度もありました。

（T.M）

ご自由にお持ちください

お問合せ・申込先 愛知県美浜（少年）自然の家
〒470-3236 知多郡美浜町大字小野浦字宮後 1-1

