
　経済・政治とならんで、「心」は人間社会や歴史に
とってとても大切な要素です。特に、社会集団がど
のような信仰をもつか、それに基づきどのような儀
礼を行うかという課題について、過去の人々はどの
ような痕跡を残したのでしょうか。我々は、それを
どのように「読む」ことができるのでしょうか。

主な展示品

井辺八幡山古墳出土形象埴輪群
西山二号墳出土三角縁神獣鏡
京都南蛮寺出土人物線刻石製硯
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　京田辺校地やその周辺には、弥生時代・古墳時代・
飛鳥～奈良時代の遺跡があります。多くの歴史・
文化遺産が残されていて、我々の教育研究環境とも
かかわりをもっているのです。京田辺の遺跡を出土
品を通して紹介します。

主な展示品

下司古墳群出土土器・金属器・陶棺
田辺天神山遺跡出土弥生土器・青銅器
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京田辺キャンパス東端の山頂上（写真中央白色の地点）には、弥生高地性集落といわ
れる田辺天神山遺跡がある。
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古墳前期の西山二号墳（城陽市）に副葬されていた三角縁神獣鏡。地域首長が王権と
のつながりで入手した威信財ともいわれる。
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丘陵上の大規模弥生遺跡である観音寺山遺跡（大阪府和泉市）
から出土した多数の石鏃。弥生後期の戦闘用武器ともいわれる。
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　本館は、文学部の学術発掘調査と、キャンパス整備に伴う校内遺跡
発掘調査で出土した100万点をこえる考古資料を収蔵・展示してい
ます。
　収蔵品・展示品は同志社大学の研究調査によって得られた貴重
な学術資料です。本館の展示を通して、人間の「過去」を考える学術
活動の大切さを伝えたいと考えています。
　常設展示は、下記のテーマをもとにしています。

・人間と環境 ・技術と社会 ・心と人間の営み
・京田辺の歴史と文化

 We have collected and exhibited more than 1 million items of 
archaeological artefacts obtained from the academic research by 
the Faculty of Letters and archaeological excavations within the 
university.
 Collections and exhibits are valuable academic materials 
obtained through research at Doshisha University. 
 Through this exhibition, we would like to share and confirm 
the importance of academic activities that consider the “past” of 
mankind. 
 �e basic exhibits are based on the following themes:

・�e Human Activity with the Environment ・�e Technology and Society
・�e Human Mind and �eir Activities      ・�e History and Culture of Kyotanabe



RS世紀末の京都の中心に
あった南蛮寺跡から出土し
た硯。裏面に南蛮人H人の姿
が線刻で描かれている。イ
エズス会の宣教師などの姿
を描いたものと考えられる。
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日本海岸の若狭湾で出土した古代の製塩土器群。中央に塩などを貢納するために専業
的塩生産が行われていたことを示している。
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大阪平野南部の寛弘寺古墳（太子町）から出土した船形埴輪。
古墳時代の祭祀品に特徴的な直弧文が側板に描かれている。#
葬送儀礼にかかわる思想を示しているものなのだろう。
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紀ノ川下流の井辺八幡山古墳
（S世紀）から出土した人物埴
輪。甲をかぶって旗を持ち、背中
にはラッパ状の道具を背負って
いる。古墳の葬礼の場を演出す
る効果があったのだろう。
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大阪南部の和泉丘陵にある濁り池窯跡出土初期須恵器。朝鮮半島の陶質土器に類似
しており、古墳時代中期（U世紀）の渡来人による技術革新の一端を示している。
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弥生後期の高地性集落ともいわれる観音寺山遺跡（大阪府和泉市）から出土した
土器。丘陵に立地するが、漁労用のマダコ壺が出土し、近接する海浜部の集落と
共通する生業がうかがわれる。
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　遺跡に残された、遺構・遺物からは過去の
人々の様々な足跡がうかがえます。ここで
は、地質環境、水辺・海辺環境、丘陵・高地と
いった多様な環境を利用していった、列島内
先史～古代の営みを紹介します。

主な展示品

二上山周辺採集後期旧石器群
大川遺跡・黄島貝塚・鳥浜貝塚出土縄文土器・石器・動植物遺体
観音寺山遺跡出土弥生土器・石器・鉄器
若狭湾沿岸・紀淡海峡海岸出土古墳時代～古代製塩土器群
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　近代以前の社会でも、人々は様々な技術によって、
モノの生産を行い、社会を変えてきました。特に
古代においては、ここで紹介する鉄生産と土器生
産の変革は、専業的な手工業生産や複雑な流通の
しくみとむすびついていました。

主な展示品

北牧野A遺跡製鉄遺跡出土炉壁・鉄滓群
濁り池窯跡出土初期須恵器群
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