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　11月８日、恒例となった岩宿ムラ収穫祭りが開催されました。静かな秋

晴れに恵まれ、760人もの来場者があり、大盛況でした。人気があったの

は石器作りやまが玉作り、写真の火起し体験ですが、ほかの体験も多くの

参加者があって、会場となった「岩宿人の広場」は１日中、混み合ってい

ました。来年も春と秋に開催予定ですので、ぜひご参加ください。

◆岩宿ムラ収穫祭りは大賑わい◆

収穫祭りは大盛況で会場は大混雑
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展示の概要
①プロローグ
　岩宿遺跡とはどのような遺跡であったか、岩宿人の
生活がどのようなものであったかを具体的なイメージ
として展示します。

すが、すべての時代でそれが貫かれているわけではあ
りませんでした。しだいに軍国主義に入っていく時代
の変化で強化されていったようです。ただし、考古学
分野では、学問的
に未発達であり、
公には歴史教育で
考古資料から歴史
を構築するといっ
た態度はみられま
せんでした。
　展示では、明治
検定期の教科書、
国定教科書を中心
に展示します。ま
た、トピック的に
皇国史観の代表的
人物の取り上げ方
を紹介します。

③岩宿遺跡の発見と歴史教科書
　戦後の岩宿遺跡の発見・発掘は、歴史教科書を書き
換えるほどの重大な発見でした。しかし、それが教科

②岩宿遺跡発掘以前の歴史教育
　明治期から昭和戦前期の歴史教育、いわゆる皇国史
観による歴史教育の変遷をたどります。戦前は皇国史
観一辺倒の歴史教育といったイメージが持たれていま

第49回企画展

「岩宿遺跡を学ぶ」
共催：相澤忠洋記念館

後援：日本考古学協会・日本旧石器学会

開催期間　　平成22年1月30日㈯～平成22年3月7日㈰

開催会場　　岩宿博物館　1階企画展示室

①展示解説講座
　平成22年2月14日㈰午後1時～	 	『歴史教科書は古代をどう描いてきたか』
　	 　講　　師：勅使河原彰先生（文化財保存全国協議会常任委員）

	 『歴史教育と考古学─教科書から消えた旧石器・縄文時代の記述─』 
	 　講　　師：大竹幸恵先生（日本考古学協会　社会科・歴史教科書等検討委員）

　会場　岩宿博物館　1階体験学習室（受講無料。入館料をお支払いの上ご入場願います。）

②展示解説会
　　平成22年1月30日　2月13・27日（各土曜日午後2時～）※直接企画展示室にお集まりください。

　岩宿遺跡発掘60周年に際し、岩宿遺跡発見の意義を問い直します。岩宿遺跡の発見は、戦後の新しい教育観

のもと、戦前の皇国史観の束縛から歴史を解放して、科学的根拠に基づいた歴史へと目を開かせる原動力とな

りました。本企画展では、歴史教育の視点から岩宿遺跡の意義を問い直します。21世紀に入り、「旧石器捏造問題」

「新しい歴史教科書を作る会問題」「学習指導要領の改悪」などの社会問題が発生、ゆとり教育の弊害として小学

校の歴史教科書が弥生時代の米作りから教えられるなどのいびつな歴史教育に傾倒しています。

　そのような今日的課題に対しても、歴史教育における岩宿遺跡の重要性を再認識しなおす時期がきているの

ではないでしょうか。この展示では、歴史教科書の変遷を主なテーマとしてとりあげ、岩宿遺跡の取り扱いを

中心に学問の進展と歴史教科書記述の変化、また学校教育の現場での教授方法の変化といった点に焦点をあて

岩宿遺跡の意義を再確認します。

岩宿人の生活ジオラマ（岩宿遺跡模型）

明治期〜戦後初期の教科書類
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書に採用される
までには、かな
りの期間が必要
でした。学術的
に岩宿時代の存
在が認知される
までに、さまざ
まなハードルが
あったためでし
た。岩宿遺跡発
掘が新聞などの
報道で周知化さ
れていく過程お
よび教科書記載
されるまでの変
遷をたどります。

④旧石器捏
ねつ

造問題と歴史教科書
　岩宿遺跡の発見・発掘以後岩宿時代の研究が進展し
て、20世紀末には日本列島にも原人段階のヒトが生活
していたと推定されていました。しかし、2000年11
月５日の新聞報道でそれらは捏造であったことがわか
りました。この時期には、すでにほとんどの教科書で
周知の史実として取り扱われていたため、大きな社会
問題となりました。教科書や参考書の書き換えも余儀
なくされる始末となりました。これには、岩宿遺跡の
教科書記載には慎重で
あった学者が、前期旧
石器時代の問題にはす
ばやく反応し、確かな
検証を怠ったためとい
う指摘もあります。
　一応考古学界では決
着のついた問題であり
ますが、一般の目には
現在でもくすぶり続け
ている問題であります。
捏造問題とは何だった
のかを、改めて考えま
す。

⑤社会科の誕生と学習指導要領・教科書の変遷
　戦後になると、軍国主義教育から民主主義教育への
転換が行われます。新たに「社会科」の科目が設定され、
歴史教育もその中に包括されていきます。また、国は
「学習指導要領」という一種の規制を設けた学習教授方
法を採用し、それに準拠する教科書を検定するように
なりました。学習指導要領はだいたい10年ごとに改定
され、それに準じ教科書も変化していきます。
　大きく区分すると３期に分けられます。第一期は問
題解決型学習期（一九四七～一九五四）で、子どもの
興味や経験を尊重した、主として生活の問題を解決す
る単元構成となっていました。第二期は系統的学習期
（一九五五～一九八八）で、第一期の反省なども踏まえ、

体系的な歴史学習が進められました。科学的な社会認
識が必要ということで、幼い子どもたちには難しいも
のに受け止められ、授業態度も受け身的にならざるを
得ませんでした。
第三期は問題探
求 型 授 業 期
（一九八九～）で、
子ども自身が問
題を追及し、社
会科の枠組みを
超えた総合学習
的な授業実践が
行われるように
なっていきまし
た。各時期の特
徴的な教科書を、
小 学 校・ 中 学
校・高等学校ご
とに展示します。

⑥博学連携と体験学習
　現在の学校教育では、社会科の枠を超えた総合学習
の時間があります。また、歴史の教科書には、博物館
等を利用した、地域の歴史を調べる方法が掲載されて
います。学校教育の現場では、学習指導要領により、
体験学習を用いた学習を取り上げるように方向付けら
れています。
　「総合学習」などでは、統合的かつ体験的な要素を組
み込んだ学習が重要視されるようになり、従来の机上
のみの学習から脱皮しつつあります。
　当館でも石器作りを中心とした体験学習、出張授業
などを学校と連携して実施しています。岩宿遺跡及び
岩宿時代を紹介する当館とすれば、石器作りの体験学
習がメインであるのは当然といえます。また、これら
の総合学習で興味をもった子どもたちは、岩宿文化賞
（５ページに関連記事）に多数応募しています。このよ
うな現在の教科書以外での岩宿遺跡及び岩宿時代の学
び方の一例を、石器作り体験学習及び岩宿文化賞応募
作品から見ていきます。

前期旧石器捏造スクープ新聞報道記事

戦後の学習指導要領に準拠した現行教科書類

ちょっと寄り道

教科書類閲覧コーナー
　小学生や中学生の子どもをもつ年代の人が、現在使用さ

れている歴史教科書をみるとたぶん驚かれることでしょう。

たとえば、中学校の歴史教科書では、その年代の人が聞い

たことがなかった「三内丸山遺跡」が縄文時代の遺跡とし

て大きく取り上げられ、「大和朝廷」と習ったものが「ヤマ

ト王権（政権）」となっています。歴史教科書の記述は、改

訂のたびに変化しています。図版や写真も同様です。歴史

は変わらないはずだと思っている人が多いと思いますが、

学問の進歩や新しい史料の発見などで歴史教科書も変化し

ていくのです。

岩宿遺跡発見・発掘新聞記事
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第１講　平成22年2月７日㈰ 13：30～

『江戸時代のみどり市笠懸町地区の特徴』（仮題）
講師：阿久津宗二氏（元笠懸村誌・東村誌編さん委員）

　笠懸町地区は、中世には笠懸野といわれた土地です。
中世期まで遡れる地名は阿佐美村と鹿田村等で、その
他の多くの地域は岡登用水が開削されて新田開発が行
われた元禄年間以降に成立した村という特徴がありま
す。また、村として記されているが実質的生産活動で
は枝郷的存在の村もありました。この地区の歴史的特
徴は、岡登用水の開削と新田村の成立を抜きにしては
語れません。このあたりの事情を中心に、江戸時代の
村の様子を学びます。

第２講　平成22年２月21日㈰ 13：30～

『江戸時代のみどり市東町地区の特徴』（仮題）
講師：井上唯雄氏（元東村誌編さん委員）

　東町地域はすべて足尾山地の中山間村落として位置
づけられます。中世期には、山間部を流れる渡良瀬川
上流の地域は黒川郷と通称された地域です。山間村落
のため、田方はごくわずかで、米での年貢ではなく、
金納でした。主な産業は絹・漆・荏

えごま

・炭等で、特に炭
焼きは主要生産物であり、生産から流通関係の利害等
の争論も多数発生しています。また、足尾銅を運搬す
るためのあかがね街道が整備され、沢入・花輪には銅
問屋も置かれていました。この地域で特筆すべきもの
には、花輪を中心に社寺彫刻に精通した集団が存在し
たことが挙げられます。その作品は北関東を中心に、
広く現在に残されています。こうした山間村落の特徴
を中心に、江戸時代の村の様子を探っていきます。

第３講　平成22年２月28日㈰ 13：30～

『江戸時代のみどり市大間々町地区の特徴』（仮題）
講師：今村和昭（本館学芸員）
　大間々町地区は山間地と平野部の接点に位置する地
域です。大間々以外の地名は中世戦国期には存在して
いましたが、大間々町のみは近世初頭に谷口の市場集
落として新たに開拓された村で、山間部と平野部の物

流の結節点として計画的に土地割りされた集落でした。
江戸期を通じて時代の変化を捉えながら機能していき
ました。俗に在郷町といいます。在郷町は周辺村落の
中心で、農民よりも商人・職人が多く住む都市型集落
です。こうした村落と周辺村落がどのような歴史的特
徴を有していたかを概観します。

第４講　史跡見学会　平成22年３月７日㈰ ８：30～

『わ鉄に乗って江戸時代の
みどり市の名残を探してみよう』

案内　本館学芸員他
　みどり市内に残されている江戸時代の風景を探訪し
ます。ポイントは、大間々・花輪・沢入の町並みを散
策して、江戸時代のあかがね街道の継ぎ場の面影を探
します。また、文化施設、特に富弘美術館、陶器と良
寛書の館という美的センスの磨かれる館も見学します。
最後には、わたらせ渓谷鉄道の鉄道遺産が国の登録有
形文化財に登録されたことを受け、トロッコ列車に乗
って水沼温泉で入浴、散策の疲れをとります。早春の
楽しい一日をもりだくさんの内容で体験し、地元みど
り市のすばらしさを再認識しましょう！

●受講生の募集要項
A．講　義
　定　　員　70人（先着順）
　受 講 料　	一般　2,000円　友の会会員　1,500円		

（単独受講の場合は各講1,000円）
　応募方法　	氏名・住所・電話番号を明記し、はが

き・FAX・Eメールで申し込むか、電話
または博物館窓口で直接お申し込みくだ
さい。

B．史跡見学会
　定　　員　30人（先着順）
　参 加 費　	2,500円（観覧料・保険料・昼食代を含

みます。講義受講料とは別途です。）
　応募資格　	第１〜３講通しの受講申込者（第２講終

了時に受付開始）。
　応募方法　	直接窓口にて受付（氏名・住所・電話番

号・生年月日を明記のこと[保険加入の
ため生年月日の明記が必要です ]）

郷土史講座受講生募集

『江戸時代のみどり市―町・村の地域性』
　みどり市は３町村（笠懸町・大間々町・東村）の合併で2006年に新設された市です。南北に長く、山間地（東
町地区）・谷口（大間々町地区）・平野部（笠懸町地区）と異なる地形的な特徴があります。
　今回は「江戸時代のみどり市―町・村の地域性―」というテーマで開催します。合併前のみどり市は、行政地
域も勢多・山田・新田郡とそれぞれ異なった郡域で編成されており、生活形態も差異が見られる部分がありまし
た。その一方で、あかがね街道や渡良瀬川の利用といった共通する風土を形成していた面もありました。また、
旧町村時代に編集された町村誌は３町村とも残されています。今回は、それぞれの町村誌の編さんに直接関わっ
た方を講師に招き、みどり市のそれぞれの地域の歴史的特徴を概観します。その第１回として地域の特性が顕著
にみられる江戸時代（近世）のみどり市の歴史的特徴を学ぼうと思います。

● 講座の日程と内容
（会場：岩宿博物館１階　体験学習室）
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　10月31日（土）、岩宿文化賞授賞式と岩宿シンポジ

ウムが笠懸公民館で行われました。午前中は、岩宿文

化賞と同研究奨励賞･学生部門賞の授賞式が行われ、午

後は、岩宿遺跡発掘60周年を記念し「岩宿遺跡の時代

と人々のくらし」と題した一般・子ども向けシンポジ

ウムが開催されました。そこでは、日本を代表する研

究者から、やさしい言葉でお話があり、その後たくさ

んの質問に答えていただきました。一流の研究者から

直接話を聞くことができて、さらに岩宿時代に興味が

沸く行事となりました。

　11月8日（日）、表紙で紹介しましたように、岩宿ム

ラ収穫祭りが、天候にも恵まれて760人もの来場者を

迎え、にぎやかに開催されました。例年の体験学習の

ほかに、新たに土製の耳飾作りが加わり、もりだくさ

んの内容となりました。また、イノシシの丸焼きなど

ともに、市長がついた古代米の餅と、岩宿ムラでしか

味わえないメニューも人気が集まりました。来年3月

28日も岩宿ムラ祭りが開催される予定ですので、こち

らもご期待ください。

岩宿シンポジウム（主催：文化財係）

岩宿ムラ収穫祭り

秋から冬の行事を報告

岩宿探検隊　しめ縄作りと古代米の餅つき
　12月12日（土）、今年から利用をはじめた「ふれあ

い学習館」で、師走恒例のしめ縄作りと古代米の餅つ

きが行われました。しめ縄作りには、「米っ子クラブ」

の参加者を中心に48人が参加しました。古代米の稲わ

らを使って、一人ひとり素敵なしめ飾りができあがり

ました。その後は、外で古代米の餅つきを行いました。

赤米と黒米、それから白い餅と、いろいろなお餅を食

べ比べることができました。小春日和の暖かで静かな

日で、約150人もの参加者がありました。
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５月２日（土）　古代米の種まき

12月12日（土）　古代米わらでしめ縄作り

６月６日（土）　古代米の田植え

12月12日（土）　収穫したそばの試食

10月24日（土）
　古代米の脱穀

11月８日（日）　古代米のもちつき（岩宿ム収穫祭りにて）

10月10日（土）　古代米の稲刈り

８月22日（土）　そば種まき

岩宿の里米っこクラブ　フォトメモリアル
　平成21年度の米っこクラブの活動を紹介します。５月～12月までの８ヶ月間の活動記録の一コマです。来年度も

実施しますので、参加してくださいね。右ページの記事も読んでね。



農業中年は機械に疎い ―岩宿の里米っこクラブの活動報告―
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農業中年は機械に疎
うと

い ―岩宿の里米っこクラブの活動報告―
　岩宿古代の里公園内に、古代水田・古代畑があるの

を知っていますか。平成20年度に国のまちづくり補助

金で公園が整備されたのを機に、今年度からその場所

で博物館行事として古代米とそばを栽培する体験学習

が計画されました。名前は「岩宿の里米っこクラブ」で、

４月に入ると30名程度の体験学習参加者の募集を行い

ました。古代水田には赤米のモチ「夕やけもち」と黒

米のモチ「朝紫」の２種類、古代畑には景観植物でも

ある赤い花の咲くそば「高嶺ルビー」を栽培すること

になりました。

　体験学習は全７回で、「岩宿の里に古代米を栽培する

会」（大澤賢一会長、会員16名）のボランティアの皆さ

んの協力により、５月から12月まで実施しました。１

回目は古代米の種まきを行いました。育苗箱に種を蒔

く作業です。２回目は田植え、３回目はそばの種まき、

４回目は稲刈り・はぜ掛け、５回目は古代米の脱穀、

６回目は岩宿ムラ収穫祭りにて古代米もちつき、最後

の７回目は岩宿探検隊と共同学習でしめ縄作りともち

つきを体験しました（左頁の写真を参照）。

　実は筆者の実家は米を作っていた農家なので、米作

りのことは詳しい。といいたいのですが、親不幸者の

見本のような筆者は子どもの頃から今まで手伝ったこ

とがないので何もわからない。農業体験を実施するの

にどのような行程があり、どのような道具が必要かも

わからない。道具では、鎌とか鍬はわかりますが、レ

ーキって何、マンノウって何といった感じです（それ

ぞれ整地板、３本爪の備中鍬のこと）。また、農機では

クロヌリ用のロータリーや移動できるハーベスタ（脱

穀機）を使用する作業も始めてみました（今ではコン

バインでの脱穀が主流）。だけど、体験学習の部分は昔

ながらの手作業で行いました。

　田植えは、糸に等間隔に目印をつけて、横一列に並

び植えていきました。筆者のこどものころの記憶（宮

崎県）では、糸ではなく竹を半分に割って、竹節を目

印にして苗を植えていた記憶があり時代や場所によっ

て植え方に違いがあるものだと感じました。稲刈り後

のはぜ掛け（乾燥）は竹に吊して干しましたが、実家

の方では束にした稲を円形に積んで乾燥するまで保存

しておく方法で乾かしていた記憶があります。

　ということで、無事「米っこクラブ」の活動が終了

しましたが、体験学習の日以外の維持管理がたいへん

ということもわかりました。まず、昨年度に調整した

水田及び畑ですので、耕すと石ころがざっくざく、石

拾いがひ弱な筆者にはかなり重労働でした。日頃の運

動不足がたたってしまいました。筆者だけではありま

せん。整備したばかりのトラクターも相当疲れたらし

くエンストは起こすし、鎌の刃は切れて取れちゃうし。

すぐ修理しなければならなくなりました（筆者の荒っ

ぽい運転のせいとの声も聞こえるが）。田植えのあとは

水管理が必要で、毎日古代米の会の会員に順番で管理

してもらいました。水田は南と北で高さが違い、水は

けの具合も違うので水路の開け閉めに神経を使いまし

た（といっても筆者が管理したわけではないが）。

　逆に畑の方は、水はけが悪く、そばを蒔いた後、台

風がきて畑一面水浸しになるようなこともありました。

そのおかげで、またまたトラクターがへそをまげてし

まいました。水がたまっているところを強引に耕した

ものだからタイヤの半分以上が泥に埋まってしまった

のです。まさに泥沼に嵌
はま

った状態（筆者の頭も同様）。

緊急的に発掘整理員に頼み引き上げてもらいました。

また、トラクターは修理で使用できないので、今度は

耕運機を使用して耕そうと試みました。最初は動いた

ので安心しましたが、30分もたつと動かなくなりまし

た。どうしていいかわからず農機具屋を頼むことに。

何のことはない。単なるガス欠。農機具屋さんごめん

なさい。機械に疎い筆者の初めての体験でした。来年

はもう少し、順調にいくだろうと楽観視しています（だ

いじょうぶかなあ）。

　いろいろな初体験があり前途多難を覚悟していまし

たが、「岩宿の里に古代米を栽培する会」というベテラ

ンのボランティアの方々に助けられ、この行事が成功

のうちに終了したので、ホッとしています。（今村和昭）

岩宿の里米っこクラブの概要
日　時 内　容 参加者

第１回 ５月２日㈯ 古代米の種蒔き 24名
第２回 ６月６日㈯ 古代米の田植え 28名
第３回 ８月22日㈯ 赤い花のそば種蒔き 29名
第４回 10月10日㈯ 古代米の稲刈り・はぜ掛け 31名
第５回 10月24日㈯ 古代米の脱穀 21名

第６回 11月８日㈯ 古代米の餅つき（岩宿ムラ
収穫祭り） 21名

第７回 12月12日㈯ 古代米わらでしめ縄作り・
そば試食 31名

ストーン・エッセイ⑪



Schedule 催し物chedule

～4日（月）	 年末年始休館日
9日（土）	 岩宿探検隊「土器づくり」「土器焼き」受付開始

（９：00～）
17日（日）	 友の会展示終了
17日（日）	 大人向け体験「土器づくり」（10：00～15：00）
23日（土）	 岩宿探検隊「石器づくり」受付開始（９：00～）
30日（土）	 第49回企画展「岩宿遺跡を学ぶ」開始
	 14：00～展示解説会
30日（土）	 岩宿探検隊「土器づくり」（９：30～12：00）

7日（日）	 郷土史講座①
13日（土）	 岩宿探検隊「石器づくり」（10：00～12：00）
　　　　　	 第49回企画展展示解説会（14：00～）
14日（日）	 第49回企画展展示解説講座（13：00～）
20日（土）	 岩宿探検隊「まが玉づくり」受付開始（９：00～）
21日（日）	 郷土史講座②
27日（土）	 第49回企画展展示解説会（14：00～）
28日（日）	 郷土史講座③

7日（日）	 第49回企画展最終日
　　　　　	 郷土史講座④史跡見学会
13日（土）	 岩宿探検隊「まが玉づくり」（10：00～12：00）
28日（日）	 岩宿ムラまつり
　　　　　	 岩宿探検隊「土器焼き」
　　　　　	 大人向け体験学習「土器焼き」

電話でバス

赤城駅からおよそ12分

（予約制0277-72-0011）

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》

◇　　　　　　　　のご案内◇

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

2009年 12月25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28日～1月4日）
岩宿時代。日本人類史、初源の視座から
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ランティアがいるので、１人ですぐに全部覚えて指導す
るという心配もありません。興味があることを、楽しみ
ながら深く知ることができるはずです。
　博物館に少しでも興味がある方、ものづくりが好きな
方、教えたり説明したりするのが得意な方、岩宿時代や
昔のことに関心がある方、…少しでも当てはまると思っ
た方は、ぜひ岩宿博物館にお問い合わせください。

　石器作り、土器作り、古代料理、岩宿遺跡解説など、
博物館行事や体験学習を、一緒に経験してみませんか。
博物館ではボランティアを募集します。未経験者でもＯ
Ｋ！　最初は「見学がてらお手伝い」から始めて、少し
ずつ一緒に勉強していきましょう。学芸員やベテランボ

ボランティア大募集!

友の会会員募集友の会会員募集
　『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の親睦を深めていくことを目的とし
ています。岩宿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。

友の会会員にはこんな特典があります

　①　観覧料が無料となります。

　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・史跡見学会参加料が割引となります。

　④　友の会主催の行事に参加できます。

　⑤　博物館だより『Ｏｒｉｇｉｎ〜オリジン〜』を年３回お届けします。

　⑥　石器づくり・土器づくり・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

　　クルでの活動ができます。

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軒に１部とさせていただきます。

　●お申し込み方法

　　�　本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

　〒379-2311　群馬県みどり市笠懸町阿左美1790-1
　℡　0277-76-1701　　FAX　0277-76-1703
　Ｅ-メール　iwajukuhaku@city.midori.gunma.jp


