








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



軀



○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

○福岡県中近世城館遺跡詳等細分布調査

○考古資料の受け入れ

○九州島における石材産地と石刃技法の成立に関する研究

○出土陶硯の調査研究

○手書き遺構実測図の CADデータ化作業と遺構分布の空間分析



◎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

○美術工芸・古文書・典籍・歴史資料に対する保存処理

○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

◎熊本地震による被災文化財救援への協力



【文化財調査室文化財調査班】

◎伊良原ダム建設関係の発掘調査

◯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）



◯下
し も い ら は ら

伊良原竹
たけ

の内
うち

遺跡（京都郡みやこ町）

◎都市計画道乙金現人橋線建設関係

◯宮
みや

ノ前
まえ

遺跡（筑紫郡那珂川町）



◎久留米・うきは工業用地造成事業関係

◯鷹
たかとり

取ヒゲジロ遺跡（久留米市）

発掘調査



作成報告書

【文化財調査室調査研究班】

◎大宰府史跡の発掘調査・報告書作成

○大宰府史跡第 228 次調査（蔵司地区官衙跡）　





○大宰府史跡第 230 次調査（蔵司地区官衙跡）



○大宰府史跡第 231 次調査（大楠地区官衙跡）

○大宰府史跡第 232 次調査（東観世地区）

○大野城跡第 55次調査（原地区）



○大宰府史跡第 233 次調査（東観世地区）

○大宰府史跡第 234 次調査（前面広場地区）



○大宰府史跡第 235 次調査（大宰府学校院跡）

◎大宰府史跡調査研究指導委員会





（２）展　示

◎常設展示



◎特別展示

○「八女の名宝」





◎企画展示

○第 35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 36回企画展「発掘速報展 2016」



○第 37回企画展「大宰府の役人と文房具」

○第 38回企画展「筑後川北岸の古代遺跡」



◎特集展示

○「新収蔵品展示　絵葉書にみる福岡の風景」

○「赤い土器―弥生時代の甕棺墓祭祀と丹塗磨研土器―」



○特集展示「新春酉年企画　鳥」
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◎パネル展示

○保存科学成果展「古賀市船原古墳遺物埋納坑調査の最前線　2016-2017」

○「シルクロードの文化遺産（１）―オアシスの道―」



○「福岡鉄道遺産ものがたり４～北九州地区編～」

○「石に込められた願い‐朝倉 ( 旧甘木市内 ) の石造文化財調査より‐」



○ 28年度パネル展　平成 28年度筑紫地区文化財写真展「ちくし再発見～うつりゆく風景～」

○パネル展示「薩摩塔と尊像たち」



（３）資料利用
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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

○出前講座

　『 『



「
「

○博学連携ワークショップ

○八女地域の歴史を知る in 九州歴史資料館

～特別展「八女の名宝」から～



○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





（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

○夕べ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・イベント

　

体験活動

○こども考古学「遺跡発掘」体験教室　2016（「発掘速報展 2016」関連事業）



○なるほど !! こども歴史教室 2016「『木簡』をつく

ろう！」

○ナイトミュージアム in きゅうれき



イベント

○桜コンサート

○小郡高等学校琴部演奏会



○きゅうれき七夕イベント

○アクロスミュージアムコンサート



○特別展開催記念茶会

○いつでもまち旅「バックヤードツアー　in　九州歴史資料館」

○イベント「神話の世界～朗読・神楽×太鼓」



○ “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

主催：福岡県教育委員会・九州歴史資料館

期日：平成 28 年９月 22 日（木・祝）

内容：28 年度は特別展「八女の名宝」関連イベント

として開催した。特別展の内容に沿って実際に足を

運び、文化財に触れ、歴史を感じてもらうものである。

八女地域の博物館や五條家を来訪し、48 名の参加が

あった。コースは以下のとおりである。

九州歴史資料館→八女伝統工芸館→五條家→岩戸

神楽×太鼓パフォーマンス」



山歴史文化交流館→九州歴史資料館

○九歴講座 in 太宰府

○第６回九州山岳霊場遺跡研究会「多良岳と山麓の霊場遺跡」

○放送大学面接授業「大宰府講座」



○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





（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

ならびに分析技術調査

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 28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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