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◆あれから20年、そしてこれからも…◆
　今から 20 年前のオープン初日の様子です。平成 4 年 10 月に産声を
あげた岩宿博物館は、人間であれば今年成人式にあたります。

「岩宿時代の情報発信基地」となり、「地域に根ざした博物館」として活
動する、という開館以来の方針を改めて胸に刻み、これからも皆さんと
ともに歩み続けます。岩宿博物館の 20 歳の誓いでした。

いよいよテープカットです！ 

開館にあたり行われた「蟇
ひ き め

目の儀」 マンモスがお出迎え 



笠懸野岩宿文化資料館開館
戸沢充則氏が初代館長に就任。

岩宿時代文化研究の進展と資質向上のために「岩宿文化

賞」を創設。

「岩宿大学」開講。「質の高い研究の内容を、誰もが理解

できるやさしい言葉で語り、みんなが好きになる考古学

を創りだすこと」を建学の精神とする。

岩宿で語り合おうを合言葉に「岩宿フォーラム」開催。

郷土の歴史・文化を学ぶ「郷土史講座」開講。

石器作りを中心とした夏休み体験学習教室「岩宿人に

チャレンジしよう」開催。

「資料館友の会」（現・「岩宿博物館友の会」）設立。

旧笠懸町内の小学校で石器作りを行う。これを契機に小

学校の体験学習が徐々に増加する。

博物館実習生の受け入れ開始。

松沢亜生氏が二代目館長に就任。

常設展示室で「サロンコンサート」を始める。

子ども向け事業「岩宿探検隊・資料館で遊び隊」開催。

入館者数 10 万人を達成。

近隣市町村や近県を中心に学校等の体験学習に石器作

りの出張指導を始める。

公民館、銀行、郵便局、小学校で、体験学習による児童

作品の移動展示を開催。

友の会会員のサークルで「友の会展示」を開催。

カタクリさくらまつりで「岩宿ムラ」を開村。友の会共

催で体験イベントを盛り込んだまつりを開催する。

岩宿大学に研究生制度を設ける。

夏休み体験学習に宿泊体験（キャンプ）を取り入れる。 

岩宿遺跡発掘 50周年記念事業
相澤忠洋記念館と共催で企画展を 3 回開催し、相沢忠

洋氏が発見した槍先形尖頭器を特別展示。

日本考古学協会総会を、岩宿の地で開催。

笠懸東小学校の総合学習に年間を通じて取り組み、企画

展「よみがえれ古代人」を共催。

		 平成 4年度

		

		 平成 5年度

		 平成 6年度

		 平成 7年度

		 平成 8年度

		 平成 9年度

平成 10年度

平成 11年度

平成 12年度
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第１回「岩宿大学」開講

石蒸し料理の元祖「石焼き肉」
（「岩宿人にチャレンジしよう」）

岩宿探検隊　「石器作り」( 平成９年度 )

入館者１０万人（平成７年６月24日）

　平成 4 年 10 月 1 日に「笠懸野岩宿文化資料館」として開館以来、20 周年を迎えるこ
とができました。開館当初から変わらない「岩宿時代の情報発信基地」、「地域に根ざした
博物館」という方針のもと、多くの方々にご協力いただきながら様々な事業を実施してき
ました。20 年のあゆみを振り返ります。

岩宿博物館 20年のあゆみ

（※赤字は現在まで継続している事業）



第 16 回国民文化祭の群馬県開催に伴い、特別企画展「日

本人のルーツをさぐる」と岩宿ムラまつりを開催。

笠懸北小学校の総合学習の成果を資料館で展示。

小学校の体験学習が大幅に増加し、友の会の指導ボラン

ティアも増加する。

「岩宿人になろう」展（総合学習等の成果展）開催。

三代目館長に三輪延也氏が就任。以後、行政職員が館長

を務める。

友の会（民俗伝承研究会）主導で古代米作り開始。

岩宿ムラ収穫まつりで古代米の脱穀が始まる。

みどり市誕生に向け、みどり市（旧笠懸町・大間々町・

勢多郡東村）の歴史性を踏まえた企画展・郷土史講座を

開催。

平成 18 年 3 月 27 日、みどり市の誕生とともに、「岩

宿博物館」へ名称変更。

みどり市誕生記念展示「みどり市の歴史と文化財」開催。

平成 19 年度芸術拠点形成事業（文化庁）を活用し、体

験学習プログラムの体系化、「岩宿人のくらしをさぐる

学習シート」の作成。

岩宿探検隊の中で実施してきた大人向けの体験学習講座

が独立し、ボランティア養成のための「大人向け体験学

習講座」としてリニューアル。

夏休み子ども向け展示「岩宿人のくらしをさぐる」で「岩

宿人検定」を実施。

岩宿遺跡発掘 60周年記念事業
相沢忠洋資料特別展示。

「相沢忠洋・その人となり」展を開催。

ふれあい学習館改修。体験学習のための施設が整う。

古代の里公園の古代水田・古代畑を利用した「岩宿の里

米っこクラブ」開催。

平成 23 年 7 月〜 9 月実施の群馬デスティネーション

キャンペーン（群馬 DC）に向け、プレ群馬 DC 開催。

ナイトミュージアムの実施。夏休み体験学習教室「岩宿

人にチャレンジしよう」にて、常設展示室に宿泊する。

「岩宿の里古代料理レストラン」。友の会古代料理研究会

が主催し、岩宿時代の調理法である石蒸し料理などを体

験しながら太古のフルコースを味わう参加型レストラン

として好評を得る。

群馬 DC にともない、「古代料理レストラン」を含むみ

どり市めぐりツアーが開催される。

「古文書入門講座」が始まる。

岩宿博物館開館 20周年
東国文化周知事業のひとつとして、「岩宿ムラ収穫まつり」を開催予定。

平成 13年度

平成 14年度
平成 15年度

平成 16年度

平成 17年度

平成 18年度
平成 19年度

平成 20年度

平成 21年度

平成 22年度

平成 23年度

平成 24年度
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米っこクラブによる古代米の田植え

古代料理レストラン

総合学習で作ったワラのマンモス
（平成 12年度・笠懸東小学校）

岩宿遺跡発掘 60 周年記念展示
「相沢忠洋・その人となり」

岩宿遺跡発掘５０周年記念特別展示
（相澤忠洋記念館と共催）
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　岩宿時代の終わりころ、日本列島には細石器文化が発

達していました。日本列島の細石器は、細石刃と呼ばれ

る長さ2・3cm、幅 0.5 〜1cm の小さな石器で、骨や

鹿角で作られた軸（植刃器）に埋め込まれて使用されて

いました。東日本では、より北方から流入してきた「湧別

技法」による技術によって細石刃が作られた石器群が多

く発見されています。それらの石材には、関東地方で発

見されるものでも東北地方の日本海側に産する硬質頁岩

が使われており、その背景には大きな人の移動があった

と考えられています。今回の企画展示では、縄文時代直

前の東日本の石器作りをみる中で、この地域の文化や人

の動き、時代の変化を浮き彫りにしていきます。

細石刃文化とは
　細石器とは、世界的には後期旧石器時代末から新石

器時代の初めにかけてみられる、小形の石器のことをさ

して呼んでいます。細石器は、単体で石器として利用す

るのではなく、1つの植刃器に数個から十数個の石器を

埋め込んで使用する「組合せ石器」として使用されていま

した。ヨーロッパでは、台形や三角形、半月形などの形

をした「幾何学形細石器」が発達しましたが、東アジア

では細長いカミソリの刃に似た小形の石刃、「細石刃」が

細石器として利用されていました。

　今回の展示では、東アジアに分布する細石刃文化を取

り上げますが、まず細石刃の製作方法、細石刃の使用

方法などから、細石刃がどのように利用されていたのか

をみていきます。

東北地方の細石器文化―湧別技法は北から―
　日本列島の細石刃文化のうち、北周りの東北日本の細

石刃文化を取り上げます。この地域では、北海道地方か

ら流入した湧別技法によるものがその中心を占めていま

す。また、船の形をした「船底形細石刃核」によるもの

もあります。東北地方では、岩宿時代の石器石材として

硬質頁岩を多く利用していますが、細石刃石器群もほと

んどの石器に硬質頁岩が利用されています。東北地方の

典型的な資料を観察して、本州北部の細石刃石器群の

特徴を観察します。

日本海側の細石器文化
　東北地方に定着した細石刃文化は、日本海側に遺跡

が多く残されています。そしてさらに南の新潟県でも、多

数の細石刃石器群が知られています。1958 年に初めて

岩宿博物館開館20周年記念　第54回企画展

人が動く、時代も動く―東日本の細石器文化を追う―

開催期間：平成24 年 10月 6日（土）～ 11月 25日（日）
開催会場：岩宿博物館　1 階　企画展示室
関連行事
　　展示解説講座　10月　14日（日）（午前 10 時 30 分～）
　　　「荒屋遺跡と東日本細石刃文化」
　　　講師：沢田　敦 氏 （新潟県教育委員会）
　　　　　　＊岩宿大学 第 4 講と同日開催
　　展示解説会　10月 20・27日、11月10・24日　各土曜日午後 2 時から

荒屋系細石刃石器群（八ヶ入遺跡）
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発掘調査が行われた荒屋遺跡は、この時期の代表とな

る遺跡で、湧別技法をもつ細石刃文化に特徴的に伴う「荒

屋型彫器」が最初に、そして大量に発見された遺跡とし

て有名です。その後 1988･89 年の調査では竪穴住居状

の窪みが発見され、遺跡の重要性から史跡に指定されて

います。新潟県地域は、北周りの細石刃文化の一拠点と

なっていたと考えられます。

関東地方の北周り細石刃文化
　東北地方から流入した北周りの細石刃石器群は、「北

方系細石刃石器群」と呼ばれています。それらの石器群

には、東北地方の硬質頁岩を材料にして、荒屋型彫器を

もつ「荒屋系細石刃石器群」と、地元の石材を利用した

船底形細石核をもつ「桝形系細石刃石器群」の２者があ

ることが知られています。

　前者の荒屋系細石刃石器群は、東北地方の硬質頁岩

を中心とすることから、東北地方から、石材を持って人々

が直接移動して来たと考えられています。後者の桝形系

細石刃石器群は、地元の石材を利用していることから、

地元に根差した人々が残したものと考えられています。

　岩宿フォーラムは、日本の旧石器時代研究の出発点である『岩宿』で毎年開催される、岩宿文化賞とシ

ンポジウムがセットになった学術的な催しです。岩宿文化賞では、小・中・高校生を対象とした学生部門

の授賞式を行います。シンポジウムは、北関東地方の細石刃石器群、特に北周りの細石刃文化を中心に研

究討論します。

日時：平成 24 年 11 月 3 日 ( 土 )・４日 ( 日 )
会場：笠懸公民館 1 階 交流ホール（岩宿文化賞授賞式・シンポジウム）、
　　　岩宿博物館（資料見学）

11 月 3 日 ( 土 ) 　
　午前 10 時から 12 時

　岩宿文化賞授賞式　学生部門賞

◎午後 1 時 30 分から 5 時

　シンポジウム『北関東地方の細石刃文化』

　基調講演

　基調報告①　北関東地方の細石刃文化

　資料見学会（会場：岩宿博物館）

11 月 4 日 ( 日 )　
　午前 9 時から午後 3 時

　基調報告②　細石刃文化期の自然環境

　基調報告③　東日本の細石器文化

　パネルディスカッション

2012年度岩宿フォーラム

桝形系細石刃石器群（桝形遺跡）

昨年の岩宿文化賞受賞者フォーラム

時代が動く
　細石刃文化の時期になると、細石刃剥離打面を何かで

擦った「白滝型細石刃核」をもつ一群が現れます。その

石器群には大形の石槍が伴うなど、より新しい縄文時代

草創期初頭の石器群に近い内容をもっています。南関東

地方では土器を伴う細石刃石器群が発見されており、縄

文時代の幕開けの時期に重なると考えられています。

　本州中央部の最後の細石刃石器群を観察して、縄文

時代への大きな時代の転換期の様子を考えてみましょう。
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東国文化周知事業・岩宿博物館 20 周年記念

岩宿ムラ収穫まつり

11月11日（日）
10：00～ 15：00
（9：30～開村式）

クイズラリー
会場をまわってクイズに答
えると、岩宿オリジナルグッ
ズをプレゼント！

ステージイベント
開村式
野にはなて！−ダンスとパフォーマンス−
　国際サーカス村協会
笠響太鼓
アンカンミンカンお笑いステージ
岩宿クイズ大会

ぐんまちゃんの
フワフワドーム

岩宿博物館
解説ツアー

岩宿の里ふれあい市	特別開催！

古代の食体験ブース
（10：30～）

土器でつくるどんぐりのつめりっこ

黒耀石のナイフで調理実演（鮭のちゃんちゃん焼き）

古代米の餅つき体験

どんぐりパン作り（※）

古代の売店
古代米のあんぴん
古代米赤飯
いのしし鍋
おやき
縄文グッズ 等

博物館入館無料！

（※）整理券（当日各受付で配布）が必要です。
石器作り体験をご希望の方は、必ず長ズボンでお越しください。
どんぐりパン作り体験は有料（200 円）です。
このほかにも、各種団体のブースを企画中です。
最新情報は、岩宿博物館ホームページでお確かめ下さい。

会場：岩宿博物館、岩宿の里
主催：岩宿博物館友の会、群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会、群馬県、みどり市

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」

体験ブース
石器作り（※）

まが玉作り（※）

火おこし体験（※）

弓矢体験

むかしの道具で古代米の脱穀

石うす・石皿で粉ひき体験

土器焼き・竹炭づくりの見学
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七夕コンサートの様子（2012.7.7 開催）

岩宿人にチャレンジしよう化石探し

サロンコンサートのご案内
♪ 10 月 28 日（日）19 時開演

「印象派？ どんな印象？」
～ドビュッシー生誕 150 年記念～

　今年生誕 150 年を迎えるドビュッシーの作品を

中心に同じ時代「印象派」の作曲家の作品をと
りあげます。

♪ 11 月 24 日（土）19 時開演

「日本の歌、日本の心」
～日本人に生まれて良かった！～

　日本歌曲から、童謡、歌謡曲まで懐かしい日本

の歌でお楽しみ頂きます。

　7 月 14 日、岩宿探検隊「化石探し」が行われま

した。毎年、定員を超える応募がある人気の企画で、

今年も抽選により選ばれた 29 人の子どもたちが

参加しました。

　バスから降りてまず向かったのは鍾乳洞です。

懐中電灯を片手にワクワクしながら入ってみると、

ひんやりした空気が肌に伝わり、子どもたちも

ちょっとした探検気分を味わっていました。

　次に、いよいよ待ちに待った化石探しです。急

な山道を 15 分ほど登ったところが採集地点です。

ジョウモウクジラ発見者で、化石の先生の清水さ

ん（大間々博物館副館長）の的確なアドバイスも

あって、フズリナやウミユリなど、たくさんの化

石を見つけることができました。子どもたちから

も「初めて化石を自分の手でとれて思い出になっ

た」「化石に興味をもった」といった意見が聞かれ、

今回の化石探しに満足していただけたようでした。

最近の行事から

岩宿探検隊「化石探し」 岩宿人にチャレンジしよう！
　8 月 3 日～ 5 日にかけて、恒例の夏休み体験教

室「岩宿人にチャレンジしよう！」が開かれました。

4 日に行われた宿泊コースの開会式には、石原市

長もかけつけてくださり、参加者を激励されました。

　日帰りコースと宿泊コースを合わせて 70 人の参

加者は、石器作りや石ヤリ投げ、石のナイフで肉

を切る石蒸し料理などの岩宿人体験にチャレンジ

しました。中でも鹿の的（まと）をめがけて、自

分で作った石ヤリを投げる狩りの体験は、子ども

たちに強い印象を残したようでした。

　そしてもう一つ、子どもたちが期待していたの

がマンモスとの宿泊です。最初に館長から「夜

になるとマンモスが動くらしいですよ」という話

があり、半信半疑ながらも目を輝かせていました。

消灯時には興奮も最高潮に達し、なかなか寝付け

ない子どももいたようです。夢の中にマンモスが

現れたかな？

♪入場料：各 2,000 円、2回通し 3,500 円
　　　　　（岩宿博物館にて販売）



2012 年9月〜12月 Schedule 催し物

9月

10月

11月

12月
 9 日（日）岩宿大学 第 3 講

16 日（日）大人向け体験学習講座「石器作り」

17 日（月・祝）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」

　　　　　　最終日

 6 日（土）第 54 回企画展「人が動く、時代も動く

  ー東日本の細石器文化を追うー」開始

  岩宿の里米っこクラブ「稲刈り・はぜかけ」

  対象：小学生以上（3 年生以下は保護者同伴参加）

  申込：9 月 15 日から電話受付

14 日（日）第 54 回企画展展示解説講座（４頁参照）

  岩宿大学 第 4 講

20 日（土）～ 21 日（日）

　　　　　　笠懸地域文化祭　展示部門参加

　　　　　　於：みどり市笠懸公民館

28 日（日）群馬県民の日　観覧料無料

　　　　　　サロンコンサート「印象派？ どんな印象？

　　　　　　ードビュッシー生誕 150 年記念ー」（7 頁参照）

 3 日（土）～ 4 日（日）

   岩宿文化賞授賞式

   岩宿フォーラム（5 頁参照）

11 日（日）東国文化周知事業 岩宿ムラ収穫まつり（6 頁参照）

24 日（土）サロンコンサート「日本の歌、日本の心ー日本  

   人に生まれて良かった！ー」（7 頁参照）

25 日（日）第 54 回企画展最終日

 2 日（日）～ 2013 年 1 月 20 日（日）

 　　　　　第16回友の会展示

	 	 	 　　「岩宿博物館20周年・サークル活動展2012」

   　　岩宿大学 第 5 講 

 8 日（土）岩宿の里米っこクラブ

	 	 	 　　「しめ飾りづくり、餅つき」（9：30 ～ 13：00）

   　　内容：手作りのしめ飾りを作りましょう。

   　　　　　古代米の餅つきもします。

   　　対象：小学校 4 年生以上

   　　申込：11 月 17 日から電話受付（参加費無料）

28 日（金）～ 2013 年 1 月 4 日（金）　年末年始休館日

◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇

voI.66

岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
Considering japan, where our history began　

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

〒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
E- メール： iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp
URL　　http://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/

岩宿信号鹿信号

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分阿左美・岩宿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

みどり市役所笠懸庁舎

岩宿博物館

電話でバス
（予約制　0277-72-0011）
　赤城駅からおよそ 12分
岩宿駅北口からおよそ 7分
（カタクリの湯で下車ください）

至太田・浅草

至前橋・高崎

至高崎 至足利・水戸

至赤城

至桐生・小山

至太田・浅草至中央前橋

至西桐生

阿左
美駅

岩宿駅

50

赤城駅

N

78

344

68

69

352

　 2012 年 8 月 31 日発行（年３回発行）

　　　編集・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28日～1 月4日）

観　覧　料
個　人 団　体

一　般 300円 200円
高校生 200円 100円
小中学生 100円 50円

障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料

岩宿大学2012
受講生募集中

第 3 講　9 月　9 日（日）「南下した細石刃集団」

  講師：鹿又喜隆氏

　　　　　　　　　　 （東北大学大学院准教授）

第 4 講 10 月 14 日（日）「貝塚からみた縄文文化」

　 講師：堀越正行氏

　　　　　　　　　（元市立市川考古博物館長）

第 5 講 12 月　2 日（日）「東日本の縄文文化」

　 講師：小林達雄氏（國學院大學名誉教授）

○時　間　午後 1 時 30 分から

○受講料　各 1,000 円（単独受講の場合）

○申込み　電話で岩宿博物館へ


