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日本動物考古学会 第５回大会 

(第２報) 

 

参加者の皆さま 

 

 春陽の候、皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 このたび石川県立歴史博物館にて開催される運びとなりました日本動物考古学会

第５回大会のプログラム等をお送りいたします。 

 ご参加の皆さま、研究発表を申し込まれた皆さまには、別紙の諸注意をご一読のう

え、ご準備いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、大会当日に皆さまにお目にかかれますこと、楽しみにしております。 

 

2017 年 4 月 26 日 

日本動物考古学会長  西本 豊弘 

 

 

参加費・懇親会費 

研究会：2,000円 

懇親会：6,000円 

 

 

  



発表者の皆さまへのお願い 

 

1. 発表要旨 

口頭およびポスターによる研究発表を申し込まれた方は、発表要旨を 600字以内でまとめ、

2016 年 5月 12日（金）までに下記宛先の E-mailあるいは郵送にてご提出願います。要旨に

は英語表記の題名・発表者氏名・共同発表者氏名も併記されますようお願い申し上げます。

E-mail にて送信の際は、標題を「第５回大会発表要旨（氏名）」として下さい。なお、受理

した方には、メールにて返信いたします。３日以内に受理の返信がない場合は、再度、送信

願います。 

  

郵送の場合 〒424-8610 静岡県静岡市清水区折戸 3-20-1東海大学海洋学部 丸山 真史 

E-mailの場合 maruyamasashi@gmail.com 

 

 

2. 口頭発表 

◇発表準備 

 ６月 17 日（土）の発表者は 12：30 を目途にご来場いただき、パワーポイントのデータを

PC にコピーして下さい。18 日（日）発表者は、17 日のうちにお願いします。会場には、次

発表者席をご用意いたします。前の発表開始時までにご着席ください。 

 

◇発表時間 

 一件当たり 15 分を割当てさせていただいております。内訳は発表時間 12 分、質疑応答 3

分とお考えください。10 分経過（ベル１回）、12 分経過（ベル２回）、15 分経過（ベル３回）

をお知らせします。大会を円滑に運営できるよう、時間の厳守にご協力ください。 

 

◇使用機材 

 会場では Microsoft Power Point がインストールされた Windows7.0 の PC を使用する予

定です。Windows7.0 に対応しない OS と Power Point 以外のソフトを使用なさる方は御自

身で PC をご用意ください。 

 



◇PowerPointの画面設定 

 会場モニタへの画像投影比は４：３に設定されております。Microsoft PowerPoint をスク

リーンに投影される予定の方は、【デザイン】→【ページ設定】→【スライドのサイズ指定】

をご覧の上、【画面に合わせる（4:3）】が選ばれていることをご確認下さい。この設定になっ

ていない場合（【画面に合わせる（16:9）】など）は、画像の横幅が縮んで表示されたり文字

列の配置が崩れたりすることもありますので、ご承知置きください。 

 

 

3. ポスター発表 

 ポスターにつきましては、横 120cm、縦 165cm 以内で作成してください。縦寸が通常よ

り短くなっておりますので、ご注意下さい。会場には掲示用の画鋲等を用意しますので、そ

れぞれご自身の演題番号が記されているボードにご自身で掲示をお願いします。 

 

 

4. 配布資料 

当日資料を配布する場合は、各自で 80 部程度をご用意ください。当日、会場でのコピー

のご要望には一切応じかねますのでご了承ください。なお、配布資料は会場入口脇の受付の

テーブルに置いていただいても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場のご案内 

 

大会・総会会場 

石川県立歴史博物館 

 第２棟 ２階 ワークショップルーム 

石川県金沢市出羽町 3-1 ℡：076-262-3236 

（出入口が複数ありますが、わかりやすいのは第２棟

総合案内のある入口です。） 

 

大会・総会会場へのアクセス 

・自動車：北陸自動車道  

  ・金沢西 ICから 20〜30分 

  ・金沢森本 ICから 20〜30分 

・タクシー：JR金沢駅から 10〜15分 

・バス：JR金沢駅から 

（１）兼六園シャトル（土日祝は 100円） 

 東口（６番のりば）〜「県立美術館・成巽閣」下車、徒歩約２分 

 金沢駅始発 9：30〜終発 17：50まで 20分おきに運行。 

（２）路線バス 

①東口（３番のりば）〜「広坂・21世紀美術館（石浦神社向い）」下車、徒歩約７分 

②東口（６番のりば）〜「広坂・21世紀美術館（しいのき迎賓館前）」下車、徒歩約８分 

③東口（７番のりば）〜「出羽町下車」約５分 

 

懇親会会場 

加賀料理「大名茶屋」 

石川県金沢市此花町７-５-１ 

TEL：076-231-5121（代） 

http://www.kanazawaryouri.com 

 

懇親会会場へのアクセス 

JR金沢駅から徒歩２分程度 

（金沢都ホテルの西側） 



研究発表プログラム 

６月 17日（土） 

開場・受付 12:15〜 

開会の辞  13:00〜 

 

研究発表 A（座長：新美 倫子） 

13:10〜 A1「礼文島・香深井１遺跡出土ウミスズメ科上腕骨の種同定」 

     稲田 薫（北海道大学大学院）・○江田 真毅（北海道大学総合博物館） 

13:25〜 A2「骨組織形態の非破壊的観察に基づく種同定の試み—館崎遺跡出土焼成骨角器の検討—」 

     ○澤田 純明（新潟医療福祉大学）・福井 淳一（北海道埋蔵文化財センター） 

13:40〜 A3「尻労安部洞窟のオオヤマネコ遺体群」 

     ○佐藤 孝雄(慶應義塾大学)・増田 隆一(北海道大学)・米田 穣(東京大学総合研究博物館)・ 

      澤田 純明(新潟医療福祉大学)・吉永 亜紀子(慶應義塾大学)・澤浦 亮平(東北大学大学院)・ 

      平澤 悠(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)・渡辺 丈彦(慶應義塾大学)・ 

      鈴木 敏彦(東北大学大学院)・奈良貴史(新潟医療福祉大学) 

13:55〜 A4「福井洞穴出土動物遺存体」 

     ○鵜澤 和宏（東亜大学）・樋泉 岳二（早稲田大学）・黒住 耐二（千葉県立中央博物館）・ 

      栁田 裕三（佐世保市教育委員会） 

14:10〜 A5「新たに発見された上黒岩岩陰遺跡の自然遺物」 

     ○遠部 慎（久万高原町教育委員会）・畑山 智（文京区教育委員会） 

 

ポスター発表 14:25〜15:05（40 分）…ポスター発表者・題目は後掲 

 

研究発表 B（座長：樋泉 岳二） 

15:05〜 B1「伊豆大島下高洞Ａ遺跡および八丈島倉輪遺跡出土の縄文イノシシの再検討」 

     ○山崎 京美（いわき短期大学）・覚張 隆史（金沢大学）・ 

            米田 穣（東京大学総合研究博物館）・金子 浩昌（東京国立博物館） 

15:20〜 B2「骨資料から見た金沢市新保本町チカモリ遺跡」 

     納屋内 高史（富山市教育委員会埋蔵文化財センター） 

15:35〜 B3「真脇遺跡出土土器の残存有機物分析」 

     ○宮田 佳樹（金沢大学）・堀内 晶子（東京大学総合研究博物館）・ 

      吉田 邦夫（東京大学総合研究博物館）・高田 秀樹（真脇遺跡縄文館） 



15:50〜 B4「寺家遺跡出土動物遺存体の同位体化学分析」 

     ○覚張 隆史（金沢大学）・山川 史子（石川県埋蔵文化財センター）・ 

      小嶋 芳孝（金沢学院大学） 

 

総 会 16:15〜16:55 

懇親会 18:30〜 

 

６月 18日（日） 

開場 8:40〜 

研究発表 C（座長：江田 真毅） 

9:00〜 C1「岡山県笠岡湾産大型マガキ属」 

     富岡 直人（岡山理科大学） 

9:15〜 C2「イタヤガイ科の貝製品について」 

     黒住 耐二（千葉県立中央博物館） 

9:30〜 C3「奈良盆地で出土した海水魚-弥生・古墳時代の集落出土資料-」 

     丸山 真史(東海大学) 

9:45〜 C4「群馬県金井東裏遺跡出土の動物質遺物-小札・鉄鏃装具・鉄鉾装具・刀子柄-」 

     山崎 健（奈良文化財研究所） 

10:00〜 C5「８世紀後半秋田城跡出土 Sus scrofa 頭蓋形態の分析」 

     江川 達也（岡山理科大学） 

 

研究発表 D（座長：植月 学） 

10:30〜 D1「平安京左京五条三坊七町跡・烏丸綾小路遺跡から出土したヤコウガイ」 

     ○中村 賢太郎（株式会社パレオ・ラボ）・熊谷 洋一（株式会社イビソク） 

10:45〜 D2「近世金沢におけるカキ類の利用-石川県広坂遺跡出土資料を中心として-」 

     畑山 智史（文京区教育委員会） 

11:00〜 D3「三方五湖における 1950〜60 年代のウナギ漁獲記録について」 

     小島 秀彰(若狭三方縄文館) 

11:15〜 D4「鹿児島県吹上浜・万乃瀬川河口干潟における沿岸環境と貝類の分布状況」 

     ○樋泉 岳二（早稲田大学）・黒住 耐二（千葉県立中央博物館） 

      西野 雅人（千葉市埋蔵文化財調査センター）・菅原 広史（浦添市教育委員会） 

11:30〜 D5「現生標本の現状と課題-文化財防災の観点から-」 

     ○松崎 哲也（京都大学大学院）・山崎 健（奈良文化財研究所） 



閉会の辞 

 11:45〜11:50 

 

ポスター発表 

P1「北海道釧路市東釧路貝塚出土の魚類」 

  新美 倫子（名古屋大学博物館） 

P2「宮城県域における縄文時代後晩期の動物利用」 

  山田 凜太郎（京都大学大学院） 

P3「大洗吹上遺跡出土の動物遺体群」 

  猪熊 花那子（國學院大學大学院） 

P4「三引遺跡におけるイヌの食性復元」 

  覚張 隆史（金沢大学）・山川 史子（石川県埋蔵文化財センター）・ 

  米田 穣（東京大学総合研究博物館） 

P5「加賀三湖周辺における水産資源利用−自然科学分析を中心とした小松市大谷山貝塚の基礎的研究−」 

  横幕 真（小松市埋蔵文化財センター）・畑山 智史（文京区教育委員会）・ 

  佐藤 巧庸（富山大学）・宮田 佳樹（金沢大学） 

P6「小竹貝塚における貝層分布の変遷の再検討—2008年度調査地点の年代測定結果を基に—」 

  納屋内 高史（富山市教育委員会埋蔵文化財センター） 

P7「貝化石からみた響灘沿岸域における縄文時代前期の湾岸環境〜下関市武久川下流域条里遺跡を素 

  材として〜」 

  沖田 絵麻（土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム）・辻 康男（パリノ・サーベイ）・ 

  小林 善也（下関市教育委員会） 

P8「青森県内出土馬の古病理学的研究」 

  植月 学（弘前大学） 

P9「加賀前田家江戸上屋敷跡出土の牛馬骨」 

  阿部 常樹（國學院大學学術資料センター） 

P10「鯨歯工芸と象牙工芸の類似性について」 

  内田 昌宏（富士市立吉原小学校） 

P11「臼歯形状の幾何学的解析により示唆された出土イノシシ属と現生種の形態学的類似性」 

  山田 英佑（総合研究大学院大学）・本郷 一美（総合研究大学院大学） 

 

 


