
研究成果の普及活動
研究所 には公開施設 として平城宮跡資料館、飛鳥藤原宮跡発掘調査部 資料展示室、飛′鳥

資料館 が あ る。春秋 には研究職貝が調査研究成果 を発表す る公 開講演会 を開催 し、飛′鳥資

料館 では企画展示 に関係 して内外 の演者 に よる講演会 を催 してい る。平城 宮跡発掘調査部

及 び飛鳥藤原宮跡発掘調査部 で実施す る発掘調査 では、発掘終 了時に現地説明会 を開催 し、

成果 を発表 してい る。調査研究成果 を公表す る刊行物 には、学報 ・史料 ・紀要 ・基準資料

・飛′鳥資料館 図録・埋蔵文化財 ニュー ス等が あ る。

Publicizing research and survey resuits
The lnstitute publcizes its research and survey results through the HeiiO Palace site

A/1useum, the Exhibition area of the Division of the Asuka and Fujiwara Palae Site
lnvestigations,and the Asuka r[istorical Museum.Every spring and autumn,the lnstitute
organizes public lectures in which the researchers of the lnstitute present the results of their

investigations and surveys. The Asuka r[istorical �【useum also invites specialsts, both
internal and external,to give lectures in association with special exhibitions of the museum.

Upon completion of every nlaJor excavation work,the Exhibition area of the Division of
Asuka and F� iwara Palace Site lnvestigations presents an on― site information sessiOn
intended for those interested in ancient history. Research and survey results are also
pubLshed in the acadenlic iournal, source book, news letter, basic data book, pictorial

records of Asuka r[istorical �【useum,and Buried Cultural Properties News.

【活動状況】
○公開胞設見学者 (単位 :人 )

(1970年度から累計)

1,814,084
(1975年度から累計)

3,853,509
1963年度から累計)

2,035,206

○公開講演会 (平成12年度)

12. 5.13
文化財保護法50年の重み
近代における古代遺跡の保護 と顕彰

12.10。 21
継手と仕ロー山田寺から明治建築 まで一
土器からみた初期大和政権

○飛 J鳥 資料館講演会 (平成12年度)特別展示による講演会

○漢長安城 日中共同発掘調査講演会 (平成12年度)
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発掘調査現地説明会 (平成12年度 )

1.平成12年 4月 15日 tD

阿弥陀浄土院

平成12年 7月 1日 tD

第一次大極殿院西辺地区

平成12年 9月 9日 tD

朝堂院東第一堂・回廊

平成12年 9月 15日 ④

第一次大極殿院西辺地区

平成12年 11月 18日 CD

名勝旧大乗院庭園

平成12年 12月 23日 ω

石神遺跡第13次

平成13年 3月 20日 山

吉備池南側

千14子物 (平成12年度)

奈良国立文化財研究所年報2000

埋蔵文化財ニュース97

〃        98

〃        99

〃       100

〃       101

〃       102

〃       103

〃       104

伝統的木造建造物に関する構造実験報告書その3

〃         その4

都道府県指定文化財建造物目録

平城宮跡第312次 (阿弥陀浄土院)発掘調査

考古第二調査室 清野孝之

参加者 386名

平城宮跡第315次 (第一次大極殿院西門)発掘調査

史料調査室 吉川聡

参加者 296名

飛鳥藤原第107次 (朝堂院東第一堂・回廊)発掘調査

主任研究官 玉田芳英

参加者 500名

平城宮跡第316次 (第一次大極殿院西外郭)発掘調査

遺構調査室 清水重敦

参加者 400名

名勝旧大乗院庭園発掘調査

計測修景調査室 中島義晴

参加者 165名

飛鳥藤原第110次 (石神遺跡第13次)発掘調査

主任研究官 深澤芳樹

参加者 630名

吉備池廃寺 (飛鳥藤原第111次)発掘調査

遺構調査室 箱崎和久

参加者 1,000名

平城宮第一次大極殿復原研究 第5回丸研究会記録

文化財建造物保存修理事業撮影写真 (CD― ROM)

平城宮発掘調査出土木簡概報 (二十五 )

平城宮木簡二 ―長屋王家木簡二― 図版

〃        解説

研究論集�I長屋王家・二条大路木簡を読む

山内清男考古資料12 千葉県幸田貝塚資料

史跡頭塔発掘調査報告

飛′鳥資料館図録第35冊 あすかの石造物

飛′鳥資料館図録第36冊 飛′鳥池遺跡

考古科学の総合的研究活動報告書

郡衡正倉の成立と変遷

7.




