
◆ ほんとうに石で肉が切れるの？ ◆
　８月２日から５日にかけて、恒例の夏休み体験学習教室『岩宿人

にチャレンジしょう』が開催されました。48人の参加者があり、

岩宿原人服に着替えて、石器作りやヤリ投げ、石蒸し料理など岩宿

人の知恵にチャレンジしました。
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①千網谷戸遺跡の発見と桐生周辺の考古学
桐生市周辺は、群馬県の中でも考古学研究の先進地の一つで

す。岩宿遺跡と相澤忠洋氏もその一例ですが、千網谷戸遺跡は

戦前から多数の縄文時代の土器や石器が採集できる遺跡として

有名でした。明治年間に東京帝国大学に収蔵された資料にその

可能性がある資料があるらしいのですが、大正年間には既に岩

澤正作氏によってさかんに土器や石器が採集されていました。

また、地元の星野徳三郎氏も多くの資料を採集していたことで

知られています。戦後、薗田芳雄氏を中心として発掘調査が行われたことにより、遺跡の実像が明らかにされますが、その

背景には、戦前から大遺跡として有名であったこと、そしてこの桐生周辺が、岩澤正作氏などの活躍もあって戦前から考古

学がさかんな地域であったことがあるのです。こうしたことが戦後千網谷戸遺跡の発掘を推進した原動力となったのでしょう。
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　桐生市川内町にある千網谷戸遺跡は、縄文時代の終わり頃、晩期の大遺跡で、群馬県を代表する有名な縄文時

代遺跡の一つです。この遺跡は、２つの理由から全国的によく知られています。ひとつ目は、「千網式」と呼ばれ

る土器型式の標式遺跡（標準となる遺跡）として知られていることです。縄文土器の文様や形（器形）は、縄文

時代のなかの時期によって変化していますが、その時期や地域を代表する土器の一群を土器型式と呼んで、さか

んに研究されています。今から 60年前の 1947 年、薗田芳雄氏によってはじめて千網谷戸遺跡が発掘調査され、

その数年後には「千網式」が提唱されました。そして縄文時代晩期の終わりころの土器を代表する型式の名前と

して「千網式」が使われているのです。二つ目は、優美な透かし彫りの耳飾が脚光を浴びていることです。この

耳飾は、大形でありながらその厚さは 1 ･ 2 ㎜と薄く、縄文時代工芸の極致といえるものです。これらの耳飾は、

桐生市教育委員会が 1978 年、1982 年に実施した発掘調査によって発見されたもので、現在石棒や石剣などの

石製品、勾玉を含む装飾品類、土器や石器などの関連資料とともに、国の重要文化財に指定されており、海外の

展示会にも何度となく出品されています。

　この展示では、本年でちょうど発掘 60 年を迎える千網谷戸遺跡出土の土器や石器、耳飾などの装飾品、骨角

器などを一堂に、そして薗田氏の業績や千網谷戸遺跡の関連遺跡も合わせて展示することで、地元であっても意

外に知られていない千網谷戸遺跡の重要性とその出土資料の学術性や芸術性を堪能していただきたいと思います。

開 催 期 間 平成19年 10月６日（土）～平成19年 11月 25日（日）
開 催 会 場 岩宿博物館　１階企画展示室
展示解説講座 10月７日 (日 )　13:30 ～（会場 :岩宿博物館　1階　体験学習室）　　　　  

 『千網谷戸遺跡の発掘調査を顧みて』講師 :増田　修 氏（桐生市教育委員会）
展示解説会　　10月 27日、11月 10・17・24日 ( 各土曜日 14：00～ )
 ※直接企画展示室にお集まりください。

展示の概要

 第44回企画展

「千網谷戸遺跡発掘60年」「千網谷戸遺跡発掘60年」「千網谷戸遺跡発掘60年」「千網谷戸遺跡発掘60年」
（共　催：桐生市教育委員会）

◆ 「千網式」土器◆



②薗田芳雄氏を中心とする発掘調査
　千網谷戸遺跡の発掘調査は、1947 年から始まります。最初

に調査を開始したのは薗田芳雄氏で、以降教育委員会の調査が

一般的となる昭和 40年代まで 20数回に及ぶ調査を実施して

きました。また薗田氏は戦後間もない頃から両毛考古学会を設

立するなど、桐生周辺の考古学をリードしてきました。千網谷

戸遺跡の調査では、薗田氏の発掘調査や研究によって、縄文時

代晩期の遺跡として知られるようになり、その終わりころの土

器型式「千網式」の標式遺跡となったのです。ここでは、薗田

氏等の調査資料と「千網式」土器の基準となった資料をご覧い

ただきます。

③桐生市教育委員会の発掘調査
　昭和 50年代以降、千網谷戸遺跡の発掘調査は、桐生市教育委員会が主体となって調査を進めました。これらは道路の拡

張や個人住宅の建設などにより遺跡が破壊されてしまう部分を発掘調査するというものでしたが、発掘調査方法がより綿密

なものとなったため、遺跡の具体的な姿がより鮮明となってきました。桐生市教育委員会が実施した調査で発見された土器

などの資料を紹介しながら、千網谷戸遺跡の全体像をみていきます。

④縄文工芸の華―重要文化財 ｢千網谷戸遺跡出土品 ｣
　1978 年・1982 年に桐生市教育委員会によって行われた発

掘調査で、数回の建て替えが行われた２軒の住居跡が調査され

ました。それらからは、膨大な土器や石器とともに優美な透か

し彫りの耳飾が多数発見されました。１・２例の出土例が出土

した遺跡は多いのですが、これほど充実している発見例は他に

はありません。これらは、一括して国指定重要文化財となって

いますが、縄文工芸の極致とも言われる耳飾をはじめ、土器や

石器等の優品を展示し、千網谷戸遺跡における高度な縄文工芸

品をご覧いただきます。

⑤縄文時代の終焉と千網谷戸遺跡
　千網谷戸遺跡は、群馬県東毛地区の縄文時代晩期の遺跡としては最大級の遺跡ですが、また、群馬県内では縄文時代晩期

の遺跡は少ないこともあり、その代表的な遺跡であるといえましょう。千網谷戸遺跡以外の縄文時代晩期の遺跡出土資料の

展示により、千網谷戸遺跡の資料と比較していただくとともに、縄文時代晩期の意義と出土品の芸術性を再発見してください。
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◆ 薗田芳雄氏 ◆

◆ 千網谷戸遺跡出土の耳飾 ◆
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至      日光

至桐生・小山

至足利・水戸

至前橋・高崎

至高崎

岩宿博物館

鹿信号

みどり市バス《桐原阿左美線》
ご利用の場合

赤城駅からおよそ65分
岩宿駅南口からおよそ15分

《パル文化ホールで下車ください》

薬局

岩宿信号

鮮魚店

笠懸南中

鮮魚店

みどり市役所笠懸庁舎

北関東自動車道・伊勢崎ICから
鹿信号まで約20分

東北自動車道・佐野藤岡ICから
岩宿信号まで約50分

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分

N 122

50

352

7869

笠懸南中

運動場

岩宿駅

文化ホール
笠懸公民館

2007年度
岩宿フォーラム シンポジウム『敲 石』シンポジウム『敲 石』

全体の日程

第16回岩宿文化賞授賞式及び受賞者記念講演

  11 月３日（土）10：00～ 12：00

シンポジウム

 １日目 11月３日（土）13：00～ 17：00

 ２日目 11月４日（日）   9：00～ 15：00

● 岩宿フォーラム会場案内略図 ●

岩宿文化賞授賞式

日　時　　平成19年 11月３日（土）・４日（日）
会　場　　笠懸公民館 1階 交流ホール

シンポジウムの概要
基調講演　｢叩き石から読む石器研究とその時代｣　
　講師 : 砂田佳弘氏 (山北町教育委員会 )

基調報告
　群馬県内出土の敲石について１（井上慎也氏）

　群馬県内出土の敲石について２（軽部達也氏・関口博幸氏）

　群馬県内出土の敲石について３（阿久澤智和氏）

　千葉県内出土の敲石について（新田浩三氏）

　植物加工具としての敲石について（黒坪一樹氏）

　石器の集中分布と敲石について（山崎芳春氏）

　敲石の硬さと剥片剥離技術（鈴木美保氏）

　石器製作実験と敲石（岩宿博物館　小菅将夫）

パネルディスカッション

◆ 昨年のシンポジウムの様子 ◆

　岩宿フォーラムは、毎年秋に『岩宿』の地で開催される、岩宿文化賞授賞式とシンポジウムがセットになっ

た学術的な催しです。

　岩宿文化賞授賞式では、毎年岩宿時代研究に功績のあった研究者に岩宿文化賞を贈呈するとともに、高校生

以下で岩宿遺跡やその時代あるいは考古学の研究をした生徒に学生部門賞も贈られます。授賞式のあとには、

受賞者フォーラム、受賞者記念講演が予定されています。

　シンポジウムは、北関東地方の研究者で組織された岩宿フォーラム実行委員が、その企画立案、運営にあた

っています。本年度は石器作りの必需品である、材料の石を叩く石、『敲石』をテーマとして開催する予定です。

　この授賞式の中で行われる受賞者フォーラムでは、学生部門賞の受賞者と本賞の受賞者が岩宿時代について

楽しく語り合う時間があり、シンポジウムではやや専門的ではありますが、発表者にはなるべく難しい用語は

避け、専門用語に注釈をつけてお話いただくなど、興味のある方にも聞いていただけるような工夫をしており

ます。近年、岩宿大学受講生など、歴史や考古学に興味のある一般の方の参加も増加しているようです。関心

のある方はぜひご参加ください。



　2007 年度　下半期の岩宿探検隊は、小学 4年生以上を対象とした、土器作り、しめなわ作り、土鈴・土笛作りのほか、
大人の皆さんにも体験学習に参加いただきたく「大人の体験学習」も用意いたしました。ぜひご利用ください。

2007 下半期岩宿探検隊のご案内下半期岩宿探検隊のご案内● ●
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10 月 13日（土）『土器作り』
　山粘土と砂を配合した本格的な粘土をつかって、縄文土
器を作ります。
時間　９：30～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上 (11 月 11日の土器焼きにも参加できる人 )

受付　９月 22日（土）から電話で受付

11 月 11日（日）『土器焼き』
　10月 13日に作った土器を焼き上げます。その日参加で
きなかった人も、同日開催される岩宿ムラ祭り収穫祭に参
加して石器やまが玉を作りましょう。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿人の広場 ( 雨天の場合は中止。土器は後日焼き上げます。)

12 月 15日（土）『しめかざり作り』
　ワラを綯

な

ってしめかざりを作ります。これでお正月の準
備に一役。
時間　９：30～ 11：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上
受付　11 月 24日（土）から電話で受付

12 月 15日（土）『もちつき』
　お正月に向けて古代米入りのおもちつきをします。古代
米は友の会のみなさんが栽培したものをつかいます。
時間　11：30～
会場　岩宿人の広場（雨天の場合、会場が変更になることがあります）
対象　どなたでもご自由にご参加ください。

2008 年１月 12日（土）『大人のための土器作り』
　山粘土と砂を配合し、遺跡から出土した土器をモデルに
実際の煮炊きにも耐える土器作りを行います。
時間　10：00～ 15：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　中学生以上
受付　12 月 22日（土）から電話で受付

1 月 26日（土）『まが玉作り』滑かっせき石でつくろう！
　まが玉は、日本列島独自の玉で、イノシシのキバや胎

た い じ

児
をかたどったものともいわれています。古代人のネックレ
スやペンダントにされました。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学 4年生以上
受付　１月 12日（土）から電話で受付

２月９日（土）『土鈴・土笛作り』
　土器作り用の粘土で土鈴と土笛を作ります。できあがった
土鈴と土笛はきっと素敵な音色をしていることでしょう。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）
対象　小学４年生以上（３月 30日の焼き上げにも参加できる人）
受付　１月 19日（土）から電話で受付

３月 15日（土）『大人のためのコハク玉作り』
　コハクを利用して玉作りをします。(有料です)
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿博物館体験学習室
定員　30 人（先着順）　有料
対象　中学生以上
受付　２月 23日（土）から電話で受付

３月 30日（日）『土器・土鈴・土笛焼き』
　２月９日に作った土鈴・土笛を焼き上げます。その日に
参加できなかった人も、同日開催される岩宿ムラ祭りに参
加して石器やまが玉を作ろう。
時間　10：00～ 12：00
会場　岩宿人の広場（雨天の場合は中止。土器は後日焼き上げます）
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岩宿ムラ祭り収穫祭
　秋の恒例行事となった『第６回岩宿ムラ祭り収穫祭』が、

友の会の主催・共催により、博物館東の岩宿人の広場にて

開催されます。収穫祭は毎年、みどり市産業祭（会場 :ＪＡ

群馬みどり野菜集出荷所）に合わせて行われます。

　収穫祭は、友の会の４つのサークル（石器作り・土器作り・

古代料理研究会・民俗伝承研究会）による様々なアトラク

ションにより、会場にお集まりのみなさんに楽しんでもら

おうというものです。ご家族おさそい合わせのうえ、ぜひ

ご参加ください。

日 時　11月 11日（日）10：00～ 14：00

会 場　岩宿人の広場（小雨決行）

主な内容（都合により変更になることもあります）

　石器作りサークル

石器作り、弓矢とヤリ投げ大会、石器のナイフでサケの解体

　土器作りサークル

土器の野焼き（※）、勾玉作り、火おこし

※土器の野焼きは岩宿探検隊土器焼きと合わせて行われます。雨天中止。

　古代料理研究会

イノシシ鍋・アケビ茶・ドングリコーヒーの試食試飲

サケのチャンチャン焼き

　民俗伝承研究会

古代米の脱穀・石臼で粉ひき

　古代の売店

お焼き、竹炭、土鈴、土笛など

国指定史跡 陸平貝塚をたずねて
～縄文祭り体験～

国指定史跡 陸平貝塚をたずねて
～縄文祭り体験～

（主催：岩宿博物館　　共催：岩宿博物館友の会）

　今年の史跡見学会は、日本考古学の原点といわれる国指

定史跡陸平貝塚を中心に、岩宿時代から縄文時代にかけて

の遺跡や出土石器・土器などを見学します。陸平貝塚は、

霞ヶ浦南岸に面した台地の斜面に立地し、北側の谷は霞ヶ

浦に直接つながっています。陸平縄文ムラまつりも見学し

ます。

日 時 10月 27日（土）8：00～・28日（日）19：00

場 所 茨城県ひたちなか市（埋蔵文化財センター他）

定 員 30人（先着順、 10 月 5日（金）まで受け付けます）

参加費 一般15,000円　友の会会員14,000円

 （保険料・昼食代二食・宿泊代・有料道路使用料金・ 

 施設見学料等を含みます）※予価で変更もあり得ます。

申し込み方法　氏名・住所・電話番号・生年月日・友の会

入会の有無を明記し、はがき・ＦＡＸ・Ｅメールまたは博

物館窓口にてお申し込みください（電話でも受け付けます）。

岩宿ムラ祭り 
会場 

岩宿人の広場 
岩
宿
博
物
館 

笠懸保健センター 

カタクリの湯 

みどり市産業祭会場 

ＪＡ群馬みどり 
野菜集出荷所 

ＧＳ 

ＪＡ群馬みどり 
本所 

ＪＡグリーン 

保健センター信号

鹿信号 

博物館第１駐車場 

博物館第 3駐車場 

博物館第２駐車場 

岩宿ムラ祭り会場案内 

岩宿ドーム 

鹿の川沼 

会期　2007年12月２日（日）～2008年１月14日（月・祝）

会場　岩宿博物館1階企画展示室

　岩宿博物館友の会は、この間、岩宿時代を学ぶ中で会員

相互の親睦を深めながら、博物館活動への支援を行うこと

を目的に発足し、今年で15年目を迎えました。この間石

器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の４つの

サークルがあいついで誕生し、体験学習や校外学習への協

力や、岩宿ムラのように博物館と地域社会との一体化にむ

けての支援も博物館は受けています。

　これら４つのサークル活動が博物館と歩んだ成果を公開

する友の会展示が今年も開催されます。11回目となり展

示内容もいっそう充実したものとなりそうです。みなさん

のご来館を心からお待ちしております。

岩宿博物館友の会主催・共催行事のご案内

岩宿ムラ祭り収穫祭 第　回友の会展示11

史跡見学会

◆ 昨年度の岩宿ムラ祭り収穫祭より ◆

◆ 昨年の友の会展示より ◆

 岩宿博物館・博物館友の会は，新しい友の会会員を募集しています。

お申し込み・お問い合わせは博物館まで

岩宿ムラ会場から

産業祭会場までは

およそ 400ｍ

徒歩５分くらいです

7



Schedule 催し物chedule 2007 年９月～12月2007 年９月～12月

◇　　　　　　　　のご案内◇  

『Origin』とは，original の名詞形で『起源・源』を意味します。 

2007年 ８ 月31日発行（年３回発行）

《開館時間》午前9時30分～午後5時 

（入館は午後4時30分まで） 

《休館日》毎週月曜日 

（祝日と重なる場合は翌日） 

年末年始（12月27日～1月5日） 
岩宿時代。日本人類史、初源の視座から 
Cons i d e r i n g  J a p an ,  whe r e  o u r  h i s t o r y  b egan .  

〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1 
TEL 0277-76-1701 FAX 0277-76-1703 

URL  http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/ 
E-メール： iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp 
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岩宿博物館 

編集・発行 

みどり市バス《桐原阿左美線》 

赤城駅からおよそ 12分 

ご利用の場合 

岩宿駅北口からおよそ７分 
《岩宿博物館・カタクリの湯で下車ください》 

岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分 

保健センター信号 

２日（日）　 岩宿大学第３講 13：30～（会場：体験学習室)

 『先史時代の人口を考える』

 講師：小山修三氏（国立民俗学博物館名誉教授）

 定員70人(先着順・随時受付)受講料1,000円(単独受講の場合)

８日（土） 岩宿探検隊『象牙のまが玉作り』

 10：00～（会場：体験学習室）

15日（土） サロンコンサート

 『歌と写真でよみがえる昭和の浪漫』

 19：00～（会場：常設展示室)

17日（月・祝日）　夏休み子供向け展示

 『岩宿人のくらしをさぐる』最終日

22日（土） 岩宿探検隊『土器作り』電話で受付開始

６日（土） 第 44回企画展『千網谷戸遺跡発掘 60年』

７日（日） 展示解説講座 13：30～（会場：体験学習室)

　　　 『千網谷戸遺跡の発掘調査を顧みて』

　　　　 講師：増田 修氏（桐生市教育委員会）

13日（土） 岩宿探検隊　『土器作り』

 9：30～（会場：体験学習室）

13日（土） サロンコンサート

 『作曲家愛の遍歴』19：00～（会場：常設展示室)

21日（日） 岩宿大学　第４講  13：30～（会場：体験学習室）

　　 『民族誌から先史時代をみる』

　　　 （講師：佐藤宏之氏 東京大学大学院教授）

　　　 定員70人（先着順・随時受付）受講料1,000円（単独受講の場合）

27日（土） 『千網谷戸遺跡発掘 60年』展示解説会 14：00～

27日（土）・28日（日）　史跡見学会『国指定史跡　陸平 

 貝塚をたずねて～縄文祭り体験～』

　　　 定員30人（先着順）参加費：15,000円　友の会会員14,000円

３日（土）　岩宿フォーラム 10：00～　

 岩宿文化賞授賞式（会場：笠懸公民館）

　　　　　 シンポジウム 13：00～（会場：笠懸公民館）

４日（日） シンポジウム ９：00～（会場：笠懸公民館）

10日（土） 『千網谷戸遺跡発掘 60年』展示解説会 14：00～

11日（日） 岩宿ムラ祭り収穫祭 10：00～14：00

 (会場：岩宿人の広場)　　※ご自由に参加ください。

 岩宿探検隊『土器焼』10：00～12：00

 ※岩宿ムラ祭りと同会場で同時開催

17日（土） サロンコンサート『トリオコンサート』

 19：00～(会場：常設展示室)

17日（土） 『千網谷戸遺跡発掘 60年』展示解説会 14：00～

24日（土）  『千網谷戸遺跡発掘 60年』展示解説会 14：00～

 岩宿探検隊『しめかざり作り』

 受付開始 :先着 30名

２日（日）　岩宿大学　第５講 13：30～（会場：体験学習室）

 『先史時代の断片をどう集め、つなぐか』

 講師：阿部祥人 (慶応義塾大学教授 )

 定員70人（先着順・随時受付）受講料1,000円（単独受講の場合）

 第 11回友の会展示

15日（土） 岩宿探検隊『しめかざり作り･もちつき』

 しめかざり作り 9:30～（会場:体験学習室)　

 ※予約が必要です。

 もちつき 11:30～（会場:岩宿人広場)

 ※ご自由に参加ください

20日（木） 岩宿時代通信『o r i g i n』52号刊行予定

22日（土） 岩宿探検隊『大人のための土器作り』

　 中学生以上大人向け　受付開始

27日（木）～ 2008 年１月５日（土）年末年始休館日

９月

10月

11月

12月


