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◆岩宿人になれた！？◆
　平成26年3月22日（土）から4月13日（日）まで開催されていた、みどり

市内体験学習作品展「岩宿人になろう」では、市内の小学校・幼稚園・保育園

の子どもたちの作品を展示しました。

　土器や石器、弓矢などの力作や、総合学習で学んだ記録が展示されていました。

その中でも訪れた方に大人気だったものは中央に写っている「鹿さん」です。

みなさん口々に「可愛い！」とおっしゃっていました。

「岩宿人になろう」展示の様子



『石器が語る時代の変化』

「戦後 70 年　戦時下の
記憶とくらし」

第58回企画展

第59回企画展

　平成27年は終戦から70年になります。市内東町
には、再び戦争の惨禍を繰り返すまいとの願いか
ら「防空監視哨跡」が市指定文化財として保存さ
れていますが、多くの人々にとって戦争が歴史上
の出来事になりつつある今、戦争の記憶を後世に
語り継いでいくことが難しくなっています。
　企画展では、みどり市民から提供された戦中・
戦後の資料を展示し、戦時下のくらしから激動の
時代を振り返ります。
　また、小学校3年生の3学期に行われる「昔のく
らし」などの授業の一環として活用してもらいた
いと考えています。

展示解説会　１月31日、２月７・21日

（各土曜日午後２時～）

　岩宿時代と縄文時代は、日本列島の新旧の石器

時代です。これらの時代は、石器の研究が中心で

あり、その作り方（技術）や形（形式や形態）の

研究によって、時期や地域の違い、生活の様子、

石器の流通といった社会的な現象に及ぶ様々なこ

とが解明されようとしています。

しかし、岩宿時代と縄文時代の石器は、これまで

同じ方法で研究されてこなかった部分があります。

両方の時代に共通する特徴的な石器を取り上げて

その共通する部分と違いをみていきます。また、

両者をつなぐ位置にある縄文時代草創期の石器群

をみることで、岩宿時代から縄文時代への変化を

石器から浮き彫りにします。

展示解説講座　10月19日（日）（午前10時30分〜）
　　講師：大工原　豊氏（國學院大學講師）
　＊岩宿大学と同日開催

展示解説会　10月4・11日、11月８・22日
（各土曜日午後２時～）

10月4日（土）〜11月24日（月・祝）

2015 年
1月31日（土）〜 3月15日（日）

岩宿博物館　　　　　　
館長　小菅　将夫

　岩宿博物館は、開館22周年目を迎えまし

た。昨年は、博物館の活動に少し従来とは異

なる方法を取りました。岩宿大学では、実際

の遺跡で発掘調査を行いました。岩宿大学は、

秋の企画展、岩宿フォーラムと連携して開催

しました。また、大間々博物館と協力して『足

尾鉄道100年』の企画展示を開催しました。

さらに、韓国の公州市にある石壮里博物館で

は、7月から2月までの長期間にわたって『日

本旧石器の始まり、岩宿』の展示を同館と協

力で開催しました。このような事業が展開で

きましたのも、多くの関係者のご協力のお陰

であり、この場をお借りしまして、ご協力い

ただきました方々に感謝申し上げます。

　昨年は、事業の関連付けと他機関との協力

が活動の方針でしたが、本年度はさらにその

協力関係を強化していきたいと考えていま

す。韓国の石壮里博物館では6月に『世界旧

石器祝祭』というイベントがあり、その事業

を協力して推進します。さらに、10月には

奈良県香芝市にある二上山博物館と友好協定

を締結し、協力して事業を行いたいと考えて

います。二上山博物館は、近畿、中・四国

地方では岩宿時代の石器の材料の中心となる

サヌカイトの産出地にある岩宿時代の博物館

で、以前には岩宿博物館で資料をお借りして

展示を実施したことがありました。本年度は、

同館で開催される特別展示とその関連事業に

協力し、友好関係をさらに深めようというも

のです。それから、みどり市内でも大間々博

物館と協力して岩宿探検隊の「化石採取」を

行う予定です。

　一つの博物館が単独で行う事業も重要です

が、博物館同士が交流して協力することで、

広がりをもち、より充実した博物館事業が展

開できると考えています。

ごあいさつ
平成26年度の活動方針

『石器が語る時代の変化』

「戦後 70 年　戦時下の
記憶とくらし」
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『みどり市の歴史と文化財』

『岩宿人になろう』

『岩宿人のくらしをさぐる』

　岩宿時代の人々はどのような生活をしていたので

しょうか。遺跡から出土した石器やこれまでの研究

成果から当時のくらしをさぐります。岩宿時代の環

境、石器製作・使用法、衣食住等をわかりやすく展

示します。夏休みの自由研究のテーマに岩宿人を調

べて、その成果を岩宿文化賞に発表しよう！体験型

展示であり、石器の使い方や衣服の試着もできます。

「岩宿人検定クイズ」も実施しており、全問正解し

たらすてきなプレゼントがあるかも？

夏休み子ども向け展示

みどり市内体験学習作品展

　みどり市には約 3万年前からの長い歴史があり、２つの国指定史跡のほか、市内にはたくさんの遺

跡があります。岩宿時代から近代に至るまでの様々な文化財をとおして、みどり市の歴史を概観します。

　今回は、富岡製糸場の世界文化遺産登録に向けた取り組みに合わせて、みどり市の養蚕用具などを

展示します。

　本年度に市内の小学校・幼稚園・保育園の子

どもたちが体験学習で学んだ記録及び作品を紹

介します。

『みどり市の歴史と文化財』

『岩宿人のくらしをさぐる』

4月26日（土）〜 7月21日（月・祝）

８月３日（日）〜 9月23日（火・祝）

春 季 展 示

『岩宿人になろう』

『サークル活動展2014』
第18回友の会展示

　岩宿博物館友の会には、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

があり、自主運営のもと活発に活動しています。

博物館主催の行事にもいろいろな形でご協力を

いただいております。会員の 1年の活動記録の

成果や作品を展示します。

11月30日（日）〜 2015年1月18日（日）
『サークル活動展2014』

2015年3月21日（土）〜 4月12日（日）

「岩宿人のくらしをさぐる」展示の様子

「サークル活動展」の様子

「岩宿人になろう」展示の様子
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岩宿大学２０１４ 受講生募集

　テーマ：遺跡の発掘と先史時代の研究
　第１講　開講式　６月１日（日）
　『発掘資料をどのように研究に導くのか』
　　小菅　将夫　　（岩宿博物館館長）
　　飯田　茂雄　氏（武井遺跡群調査団）

　第２講　７月６日（日）
　『鈴木遺跡の発掘と旧石器時代の研究』
　　舘野　孝　氏（國學院大學大学院）

　第３講　９月28日（日）
　『縄文時代研究と中里貝塚の発掘』
　　阿部　芳郎　氏（明治大学教授）

　第４講　10月19日（日）
　『神子柴遺跡の発掘と時代の変革』
　　岡本　東三　氏（千葉大学名誉教授）

　第５講　閉講式　12月７日（日）
　『西鹿田中島遺跡の発掘調査と遺跡の活用』
　　萩谷　千明　氏（みどり市文化財課）
　　文化庁記念物課文化財調査官（予定）

受講生募集要項
●定員　60人（定員を超えた場合は先着順）

●応募資格　考古学を学びたい意思のある方なら

　　　　　　どなたでも可能です。

●受講料
　①通年受講　一般4,000円、みどり市内在住
　　　　　　　3,500円、友の会会員2,500円
　②単独受講　各講義とも1,000円
　※定員を超えた場合は通年受講生が優先となります

●申込方法
　住所、氏名、年齢、電話番号、友の会会員であ
るかどうか、受講形態（通年受講か単独受講か
〔単独受講の場合受講したい講座名〕）をご記入の
上、はがき、ファックス、Ｅメールにてお申し込
みください。博物館窓口、電話での受付も行いま
す。

●応募締切　5月 23日（金）当日消印有効
●受講生の決定について
　はがきにて通知いたします。

　岩宿大学は、本年度22年目を迎えました。昨年度は新たな試みとして実際の
遺跡の発掘調査を行いました。今回は、遺跡を発掘調査した経験を生かし、遺跡
の発掘が岩宿時代や縄文時代の研究の中に、どのように位置づけられ、研究を進
展させて来たのかを、学んでいく予定で、『遺跡の発掘と先史時代の研究』とい
うテーマで開催いたします。遺跡の発掘調査を実際に経験したことが、どのよう
な成果を生み出してきたのか、また、遺跡がどのように現代に生かされていくの
か、一流の講師陣から講義をいただきたいと考えています。

　岩宿大学は、｢質の高い研究の内容を、誰もが理解できる優しい

言葉で語り、みんなが好きになる考古学を創りだす ｣という建学

の精神に基づき開催しています。テーマにそって全５講を開講し

ていますが、一つの講義だけでも受講できます。

　ぐんま県民カレッジ連携講座です。

岩宿大学とは？岩宿大学とは？
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　農業体験学習

『岩宿の里米っこクラブ』―岩宿の里で古代米をつくろう―

岩宿人にチャレンジしよう！

　機械のない時代、昔の人はどのように農作業をしていた

のでしょうか？昔ながらの方法で農業体験をしてみません

か。定番となっている古代米（黒米と赤米の 2 種類）の他

に、今年もサトイモの栽培にチャレンジします。みんなで

育てた作物は、収穫をしておいしくいただきましょう。

【開催日と内容】

※天候や作物の生育状況により変更となることがあります

●第１回　４月 19 日（土）　サトイモの種植え

●第２回　４月 26 日（土）　古代米種まき・米っこクラブ開校式

●第３回　５月 31 日（土）　古代米田植え

●第４回　７月 19 日（土）　古代米水田の雑草とり、かかし作り

●第５回　10月４日（土）　稲刈り、はぜ掛け

●第６回　10 月 11 日（土）　古代米脱穀穫

●第７回　11 月９日（日）　古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）

●第８回　11 月 15 日（土）　サトイモの収穫

●第９回　12 月６日（土）　しめ縄作り、収穫物の試食、閉校式

【対　象】　小学校４年生以上（３年生以下は保護者同伴参加）

【参加費】　1,500 円（全回通し、保険料や材料代、資料代を含みます）

【申込み】　途中からでも参加できます。博物館までお電話ください。

【会　場】　岩宿の里　古代の里公園

※田植えと稲刈りのみの参加も受け付けます。
　博物館までお問い合わせください。

　何万年も昔に活躍した「岩宿人」になって、どんな暮らしをしていたのか体験してみませんか？

　岩宿人はどんな道具を作り、使い、どんな料理を食べていたのでしょうか。ぜひ参加して確かめてみてく

ださい。宿泊コースは、展示室のマンモスと一緒に寝るという特典付きです。

【主な内容】石器を作る（石ヤリ、石のナイフ）／石器を使う（ヤリを投げる、ナイフで肉を切る等）／

　　　　　　石蒸し料理を作る、食べる　※雨天の場合は、内容が変更になることがあります。

【対　象】小学生以上（3 年生以下は保護者同伴参加）

【参加費】日帰りコース 2,000 円、宿泊コース 3,000 円

【定　員】各 30 名（定員を超えた場合は先着順）

【申込み】７月１日（金）午前９時から受付。希望コース、氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、

保護者名をを次のいずれかの方法でお申込み下さい。〔電話・博物館窓口〕

８月８日（金）日帰りコース
８月９日（土）〜10日（日）宿泊コース（1泊2日）

2011 年度上半期

体験学習のご案内
2011 年度上半期

体験学習のご案内
2014 年度上半期

体験学習のご案内

化石
を探そう！

岩宿探検隊

桐生市梅田町の山中で化石を探します。恐竜よりも古
い、２億５千万年前の古生代の化石を見つけましょう。
運が良ければ三葉虫が発見できるかも！？ちょっと山
登りをします。

【日　時】７月 12 日（土）９時～ 14 時
【対　象】小学４年生以上 6 年生以下
【参加費】200 円（保険料、資料代）
【定　員】60 人（定員を超えた場合は抽選）
【受　付】６月 20 日（金）
　　　　　午前９時から電話受付

黒耀石を加工して石ヤリを作ります。友の会石器
作りサークルのメンバーが中心となって、石器の
作り方を基礎から丁寧に指導します。技術を学ん
だら、子供達に石器作りを教えるボランティア活
動に参加してみませんか。

６月 15日（日）　石器作り①
９月 14日（日）　石器作り②

【時　間】午前 10 時～ 12 時
【対　象】中学生以上
【定　員】各 25 人
【申込み】①は 5 月 25 日（日）、
　　　　　②は 8 月 24 日（日）から
　　　　　どちらも午前 9 時から
　　　　　電話受付

大人向け
体験学習講座

石器作り
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郷土史講座史跡見学会郷土史講座史跡見学会 ｢花輪彫刻師ゆかりの社寺彫刻を訪ねて ｣

博物館常設展示室でのコンサート。当館は天井が高いため、教会のような独特の響きが楽しめます。

マンモスの全身骨格をバックに、ひと味違ったコンサートをお送りします。

入場料：２，０００円（予価）　　（チケットは、岩宿博物館で販売します。）

　3月2日に、郷土史講座史跡見学会を開催しました。
今回は、2月に降った大雪の影響や当日の天候が心配さ
れましたが、雪もほとんどが融け、当日の天候も小雨程
度で済み、滞りなく開催することができました。午前中
に市内東町にある２つの市指定重要文化財をめぐり、午
後から、平成24年に国宝に指定されたばかりの妻沼聖
天山を見学しました。
　参加いただいた方の多くは、市内の文化財を実際に見
る機会が少なく、その意味ではたいへん有意義でした。
特に小夜戸の稲荷神社の彫刻は、郷土を見直す良い機会
になったのではないでしょうか。また、妻沼聖天山では
地元の観光ボランティアガイドに案内していただき、見事な彫刻を堪能することができました。次回の郷土
史講座・史跡見学会も、ぜひご参加ください。

カタクリさくらまつり ｢岩宿ムラまつり ｣
　3月30日、恒例のカタクリさくらまつり「岩宿ムラま
つり」が、岩宿博物館友の会主催で開かれました。開村
式には、石原市長・尾﨑教育長も参加して花を添えてい
ただきました。
　当日は、昨年同様時々小雨の降る肌寒い１日でしたが、
500人を超える来場者があり、午前中には石器作り・ま
が玉作りのほか、炭焼き、土器焼き、石臼での粉挽き体
験も行われました。
　お昼には古代米の餅つきが行われ、午後からは弓矢体
験、火起こし体験が実施されました。体験スタンプを集め
た参加者には、友の会特製の巾着袋がプレゼントされる
ということで、皆さん熱心にスタンプを集めていました。

サロンコンサートご案内　♪９月２７日（土）・１０月２５日（土）・１１月２９日（土）

岩宿の里古代料理レストラン
黒耀石のナイフで肉を切り、石蒸し料理をつくります。太古の料理をモチーフにした古代料理の

フルコースを堪能できます。

◇参加費◇　（観覧料込み）一般：3,500円、高校生：3,400円、小中学生：3,350円

◇申し込み◇　参加日の３日前（木曜日）までに電話にてお申し込みください。定員：30名（最少催行人数10名）

最近の行事から

弓矢体験の様子

史跡見学会の様子

カタクリさくらまつり ｢岩宿ムラまつり ｣

最近の行事から
｢ 花輪彫刻師ゆかりの社寺彫刻を訪ねて ｣

◇日時◇　平成2６年7月～9月の毎日曜日
　　　　　　　　（7/１３、8/１０を除く）



7

　岩宿博物館のシンボル的存在といえば２階常設

展示室のマンモス骨格だが、残念ながら本州以南

には生息していなかったようだ。しかし、マンモ

スは岩宿時代の動物の代表格なので博物館の中心

に据えられており、特に夏休みの宿泊体験では大

活躍してもらっている。

　そんなマンモスだが、一般的に知られているケ

ナガマンモスという種類は、今からおよそ１万年

前には絶滅してしまっ

たと考えられている。

１万年前といえば、人

類がアメリカ大陸に進

出し、氷河期が終わり

を迎えた頃であるので、

絶滅の原因も環境の急

激な変化や人類の営み

にありそうだ。しかし、

その後もたびたびマン

モスが目撃されている

らしい。以下に例を挙げる。

1580年：シベリアで山賊退治の騎士たちが毛の生

えた大きなゾウを目撃。

1889年：アラスカで体高６メートル、体長９メー

トルのゾウを射殺。牙が６本あったらしい（その

後の死骸等の行方は不明）。

1920年：シベリアのタイガ地帯で猟師が巨大な足

跡と糞を発見。追跡すると、巨大な牙と赤黒い体

毛のゾウを目撃。

上記以外にも近年までシベリア等での目撃報告が

あり、マンモスを撮影したといわれている動画も

インターネット上に出回っているが、正直言って

眉唾ものである。

　もし、マンモスが絶滅せずにその個体数を維持

してきたのなら、ある程度の頭数が今も生息して

いることになる。ゾウのような陸上で大型動物の

集団は目立つはずなので、たとえシベリアやアラ

スカの深い森の中であっても、発見はそれほど難

しいことではないと思われる。にもかかわらず、

これまで確実な証拠が発見されていないというこ

とは、やはり大昔に絶滅してしまったのだろうか。

しかし、本当に絶滅したことを証明するのは、実

は非常に困難である。

　「悪魔の証明」をいう言葉をご存じだろうか。例

えば、「北海道にはゴキブリはいない」といわれて

いる（例が悪くてスミマセン）。「いる」ことを証

明するには、北海道で

１匹でもゴキブリを捕

まえればいいが、「いな

い」ことを証明するに

は、北海道中のありと

あらゆる所を全て見て

回らなければならない。

非常に労力のかかるこ

とであり、「いる」こと

を証明するより著しく

難しい。このような証

明を悪魔の証明と呼び、

絶滅動物が本当に絶滅していることを証明できな

い理由となっている。マンモスの場合も、いない

ことを証明するためには、シベリアやアラスカな

ど広大な土地を全て見て回る必要がある。それは

到底不可能なので、マンモスが絶滅したとは断言

できないのである。これは、ツチノコやビッグフ

ットなどの、いわゆる未確認生物などにも言える。

ただし、「いない」ことを証明できないからといっ

て「いる」ことの証明にはならないことには注意

しなければならない。

　今でも毎年新種は発見されているし、クニマス

などのように、すでに絶滅したと思われていた種

が再発見される例もある。マンモスが今も地球上

のどこかで、ひっそりと暮らしていることを切に

願うばかりである。そして、恐らくロクなことに

ならないので、人類だけには二度と見つからない

ほうがいいと思う。（林　弓太)　

ストーンエッセイ⑱

マンモスは今も生きている？

マンモス



Schedule 2014 年４月～８月 催し物

《開館時間》午前 9時 30分～午後 5時

《休館日》
（入館は午後4時30分まで）
毎週月曜日
年末年始（12月28日～1月4日）

（祝日と重なる場合は翌日）

燻蒸消毒（6月 10日～ 12日）
常設展示室改修
（平成 27年 1月 20日～ 30日）

みどり市役所笠懸庁舎
岩宿駅北口から徒歩でおよそ 20分阿左美・岩宿信号

岩宿信号鹿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

至赤城

至太田・浅草

至中央前橋 至太田・浅草

至西桐生

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》

観 覧 料

13日（日）「岩宿人になろう」展示終了
19日（土）米っこクラブ「サトイモの種植え」
26日（土）春季展示「みどり市の歴史と文化財」開始
　　　　　　米っこクラブ「古代米種まき」、開校式

18日（日）「国際博物館の日」無料開館日
31日（土）米っこクラブ「古代米田植え」

　1日（日）岩宿大学　第1講・開講式

　　　「発掘資料をどのように研究に導くのか」　
15日（日）大人向け体験学習講座「石器作り①」

４月

５月

６月

友の会会員募集

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

〒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/

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

2014 年 ４ 月 25 日発行（年３回発行）

　　　編集・発行

vol．71

◇　　　　　　　　　のご案内◇

友の会会員にはこんな特典があります
　①　岩宿博物館の観覧料が無料になります。

　②　企画展や各種講座のご案内をいち早く、確実にご案内いた

　　　します。

　③　各種講座の受講料・史跡見学会参加料・一部企画展図録が

　　　割引となります。

　④　友の会主催の事業に参加できます。

　⑤　博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ～オリジン～』を年3回お届

　　　けします。

　⑥　石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　　クル活動に参加できます。

　※入会手続きが完了した方には、会員証を送付いたします。

　　特典を受けるには、会員証の提示が必要となる場合があります。

年会費とお申し込み方法
　●年会費　みどり市在住の方

　　個人会員1,000円　ファミリー会員2,000円

　　みどり市外在住の方

　　個人会員2,000円　ファミリー会員3,000円

　　※ファミリー会員への刊行物の配布は、１世帯に１部とさせ

　　　ていただきます。

　●お申し込み方法

　　博物館に直接お申し込みいただくか、郵便振替をご利用くだ

　　さい。なお、振替用紙は友の会事務局（岩宿博物館内）まで

　　ご請求ください。

お問い合わせ　岩宿博物館友の会事務局

　『岩宿博物館友の会』は、岩宿時代を学び、考えていく中で

会員相互の知識と同好の人々との親睦を深めていくこと、そし

て博物館の活動への支援を目的としています。博物館をもっと

知りたい方、岩宿時代に興味のある方、これ以上の入会資格は

問いません。あなたも友の会に参加しませんか。

　6日（日）岩宿大学第２講
　　　　　　「鈴木遺跡の発掘と旧石器時代の研究」　　
12日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」
13日（日）史跡見学会
19日（土）米っこクラブ
　　　　　　「古代米水田の雑草とり・かかし作り」
21日（月・祝）「みどり市の歴史と文化財」展示終了

　3日（日）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」
　　　　　　開始（～9月 23日）
　8日（金）夏休み体験学習教室
「岩宿人にチャレンジしよう」日帰りコース
　9日（土）～10日（日）夏休み体験学習教室
「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース　

８月

７月


