








１　事　業　概　要

（１）調査・研究

【学芸調査室学芸研究班】

◎美術工芸資料に関する調査研究

○主要寺社の調査研究

○寺社及び個人所蔵作品の調査研究等





○九州に偏在する中国系彫刻の調査研究

○文化財の保護活動



◎考古基準資料調査

○県内山岳霊場遺跡の調査

　

○重要文化財福岡県栗田遺跡祭祀遺構出土土器保存修理事業

　

○福岡県中近世城館遺跡等詳細分布調査

　

○考古資料の受け入れ

　



◎文書・典籍資料の調査研究

○出土文字資料の調査研究

○福岡県史編纂史料等の調査研究

○県内所在資料の調査研究



【学芸調査室調査研究班】

◎大宰府史跡の発掘調査・報告書作成

○大宰府史跡第 225 次調査（蔵司地区官衙跡）　



○大宰府史跡第 226 次調査（観世音寺子院跡）



○大宰府史跡第 227 次調査（観世音寺子院跡）

○大宰府史跡第 228 次調査（蔵司地区官衙跡）



○大宰府史跡第 229 次調査（観世音寺子院跡）

◎大宰府史跡調査研究指導委員会



　大宰府史跡調査研究指導委員会委員名簿 （平成 28年３月 31 日現在）

◎福原長者原遺跡の調査支援

【文化財調査室文化財調査班】



◎遺跡の発掘調査

◯上
かみまち

町遺跡第２次調査（柳川市）

◯保
ほ か ま ち

加町遺跡第２次調査（柳川市）



◯下
し も い ら は ら

伊良原宮
みやぞの

園遺跡（京都郡みやこ町）



◯下
し も い ら は ら

伊良原宮
み や く ぼ

久保遺跡（京都郡みやこ町）

◯宮
みやのまえ

ノ前遺跡（筑紫郡那珂川町）





◯知
ち お ん じ あ と

恩寺跡第２次（田川郡添田町）



◯山
やましろ

城遺跡群（筑紫郡那珂川町）

◯片
かたしま

島遺跡群（筑紫郡那珂川町）

◯本
ほんまち

町遺跡第２次（柳川市）



発掘調査



作成報告書

［文化財調査室保存管理班］

◎文化財の保存処置

○木製遺物の保存処理

○金属製遺物の保存処理

○遺跡における遺物の応急処置



○美術工芸・古文書・典籍・歴史資料に対する保存処置

○館内の保存環境整備に関する取り組み

○各種文化財の保存対策

○各種文化財の科学的調査



○外部機関への協力・研修など

◎船原古墳出土資料に関する共同研究



（２）展　示

◎常設展示



○特集展示

「モダン福岡を眺める－没後 60年　吉田初三郎の鳥瞰図－」　

◎特別展示

○大野城築造 1350 年・九州歴史資料館移転開館５周年記念特別展

　「四王寺山の 1350 年－大野城から祈りの山へ－」





◎企画展示



○第 27回企画展「きゅうおにとタイムとラベル－大昔のくらしと国づくり－」

○第 28 回企画展　福岡県指定有形文化財　指定 10 周年記念「小笠原文庫から見た幕末維新～武家礼

法から近代教育まで～」



○第 29回企画展「発掘速報展 2015」

○第 30 回企画展「大宰府史跡みどころ展 Part1 貝原益軒―大宰府研究の先賢たち―」



○第 31回企画展「いろいろな目で見てみたら・・ みんなが描いた九歴の収蔵品 」

○第 32回企画展「古代の鋳造技術－筑前の鋳造遺跡と復元実験－」



○第 33回企画展「沖縄の旧石器人と人類の起源」

○第 34回企画展「西北九州の黒曜石と石刃技法」



○伊都国歴史博物館・九州歴史資料館共同開催特別展「国境の山岳信仰 ―脊振山系の聖地・霊場を巡る―」



𠮷

◎パネル展示

○パネル展「1974 年～ 75 年の太宰府（春夏秋冬）－石丸洋氏寄贈写真から－」



○パネル展「朝鮮半島の文化遺産（５）―朝鮮王朝の城郭―」

○パネル展「ふくおか古墳日和」

○パネル展「明治日本の産業革命遺産」 世界遺産登録記念

　　　　　　　　　「福岡鉄道遺産ものがたり 3～三池の炭鉱鉄道編～」



○パネル展　平成 27年度筑紫地区文化財写真展「ちくし再発見～見てみんね！まちのたから～」

○パネル展　古賀市船原古墳遺物埋納坑調査の最前線　2015-2016



（３）資料利用
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塼
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（４）学習支援・博学連携

◎学習支援活動

○来館学習



○スクールミュージアム事業



○中学校職場体験　　　　　　　　　　　　　　　　



○高校生インターンシップ

　

○出前授業

○博学連携ワークショップ



○教員のための博物館の日　in　きゅうれき





（５）ボランティア

◎九歴ボランティア

◎研修会

○定例研修会

○バス研修会・交流会



◎ボランティア活動

○古代体験・バックヤードツアー

○ボランティアイベントの開催





◎グループ活動

○グループ活動成果展

○成果報告会



（６）普及・活用事業

　

◎講座・講演会

○名誉館長講座

○九歴講座



○九歴ゼミ

○特別展・企画展記念講演会

○夜のギャラリートーク



○ふくおか県政出前講座

◎一般来館者対応事業

　



○収蔵品オンデマンド「飛び出すむかしの宝物」

○来館者への施設・展示解説

◎体験教室

　



○こども考古学体験教室　2015（発掘速報展 2015 関連事業）

○なるほど !! こども歴史教室 2015「むかしの文字に触れてみよう！」　　　　

○ナイトミュージアム in きゅうれき





◎イベント

○小郡高等学校琴部演奏会

○きゅうれき七夕イベント



○九州歴史資料館移転開館 5周年記念イベント

　　「鼓
こ

・舞
ぶ

・楽
がく

～古（いにしえ）の時代（とき）に思いを馳せて～」



○特別展開催記念茶会

○「バックヤードツアー　in　九州歴史資料館　特別編」( 久留米まち旅博覧会参加事業 )

○ “ 古代米の本格栽培にむけて ･･･” プロジェクト



◎その他の機関・団体との共催事業

○文化財めぐり

○九歴講座 in 太宰府



○第５回九州山岳霊場遺跡研究会「霧島連山の山岳霊場遺跡」

○放送大学面接授業「大宰府講座」

○水城・大野城・基肄城 1350 年記念式典・シンポジウム



○九州歴史資料館・三沢遺跡の森　自然体験活動　　

○夏休みこども企画「県庁ロビー展示」



（７）広報活動

○一般向け広報

　

○他施設等との相互広報

　



○博学連携、学習支援に向けた広報

◎記念品販売　



（８）実習・研修

◎実習

○博物館実習



（９）刊行物



（10）交流事業

◎日韓学術文化交流事業

〇韓国国立文化財研究所への職員派遣

〇韓国国立文化財研究所からの研究員派遣

〇日韓学術文化交流事業講演会



（11）協議会等

◎九州歴史資料館協議会

○協議・報告事項



２　九州歴史資料館概要
（１）沿　革



（２）施設概要



( ３）予　算



（４）組織・職員



（５）関係法規













３　諸　統　計

（１）　入館者状況
ア　平成 27年度入館者状況

イ　過去５年間の入館者状況

ウ　過去５年間の入館者推移

（２）　収蔵資料・図書
 



４　日　誌　抄
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