
笠懸野　岩宿文化資料館 vol．46
◆ 表紙　鹿田の伝説を訪ねる（友の会展示『見て さわって 楽しんで』から）
　友の会展示では友の会の活動の成果が紹介されています。写真は鹿田の伝説マッ
プを熱心に見ている女の子を中心に大勢の見学者で企画展示室がにぎわっている様
子を撮ったものです。 伝説によると八幡太郎義家も新田義貞も上杉謙信も行軍の途
中で鹿田山の山頂に登り、そこで弁当を食べているといいます。これは鹿田山が関
東平野にぽつんと浮かんだ島のような地形で、見晴らしがよかったことと関係する
のでしょう。

（第９回友の会展示展示『見て さわって 楽しんで』は１月 15日まで開催）
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　一般に考古学は、岩宿時代から古墳時代までの研究といったイメージで捉えられていることが多く、中世以降は考古学の

扱う分野ではないと考えられてきました。しかしながら最近の30年の間、中世や江戸時代も考古学の研究対象となり、最

近においては明治から戦前の近代化に関わる遺跡や、さらには第二次世界大戦に関わる遺跡も研究の対象として大きくク

ローズアップされ、それぞれ大きな成果を挙げてきています。 

　15世紀中頃から16世紀終わり頃という百数十年間は戦国時代と呼ばれ、東毛では新田荘を中心に自領の拡張に努めた

岩松氏や由良氏などの活躍が知られています。

　遺跡の調査から見つかる遺構や遺物といった考古資料は、当時の人々のくらしがどのようなものであったかを解明するだ

けでなく、城・屋敷跡から出土する輸入磁器や茶器といった道具からは武士のたしなみや儀礼の様子をうかがい知ることが

できます。また、城を構成する石垣や堀といった遺構からは、小田原北条氏や甲斐武田氏への対応までうかがえるといい、

史料からは分からなかった戦国時代の動静が明らかにされつつあります。

　この展示では、人類学的な研究の成果も絡め、考古資料から東毛の戦国時代の様相に迫っていきます。

開催期間　　平成18年１月 28日（土）～平成18年３月 12日（日）

開催場所　　笠懸野岩宿文化資料館１階　企画展示室

展示解説会 １月28日、２月４日・11日・25日、３月４日・11日（各土曜日の午後２時から、企画展示室）

第 41回企画展

出土資料から見た 東毛の戦国時代

１．中世を生きた人々

　中世に生きた人々はどんな風貌をしていたのでしょう。

出土した中世人の頭蓋骨を分析すると、長頭で反歯という出土した中世人の頭蓋骨を分析すると、長頭で反歯という

特徴をもっているといい、一昔前まで欧米の漫画に表現さ

れた「日本人」の原形はすでに中世には現れていたとみら

れます。その後の小進化により、近世以降の中頭に変化し

て現在の私たちに繋がっていくといわれています。

　中世日本の人口は数百万人から1000万人程度であった

ろうといわれています。史料による中世日本の男女比は、

鎌倉時代の日蓮遺文や古典、室町時代の朝鮮の使節の記録

には一様に女性が多く男性が少ないという記述があり、歴

史学者は様々な背景を考えています。最近公表された中世

出土人骨のデータでは、男女比はほぼ１：１程度であり、

文献による記載とは齟齬が生じています。

２．中世遺跡を掘る

　城館は土塁や堀切など目立つ遺構が現在でも観察される

例があり、江戸時代以降も軍事的な側面から関心を持たれ例があり、江戸時代以降も軍事的な側面から関心を持たれ

ていましたが、都市や屋敷跡について関心が持たれたのは

最近になってからのことです。上野では中世都市が組織的

に調査された例はほとんどありませんが、集落や屋敷跡の

調査が進み様々な成果が上がっています。

　集落や屋敷跡として調査された遺跡は、武家屋敷的な性

格が強いものや寺院といったものまであります。遺跡を構

成する遺構には堀や溝、柱穴状遺構による建物や柵列、竪

穴状遺構、地下式土坑などがあります。そして、戦国時代

の集落の消長を笠懸町阿左美遺跡元屋敷地区の調査概要か

ら探ります。

■ 阿左美遺跡元屋敷地区の溝・竪穴状遺構・地下式土坑 ■

（遺構は、竪穴状遺構 → 地下式土坑 → 溝の順につくられた。地下式土坑

は入口部が屋敷方面を向いている。）

■ 阿左美遺跡元屋敷地区の屋敷群 ■

（多数の柱穴群は平地式の建物が頻繁に建てられたことを示す。後方の黒いしみは右写真

の溝・地下式土坑の調査前の状態）
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３．戦国城館を掘る

　出土した遺物や遺構から戦国城館を考えます。

　膳城と山上城は、直線距離にして１km以内という指呼

の関係にあり、鎌倉時代以来の在地領主が活躍していまし

た。上杉謙信が亡くなり、上野の領有をめぐる小田原北条

氏と甲斐武田氏との抗争が急展開を告げると、由良氏の新

田領の周辺部に位置する両城はその争乱の最前線となっ

て、めまぐるしく城主が入れ替わったといいます。2003

年に調査された山上城では、武田系の城館に特有とされる

丸馬出という遺構が検出され、出土した遺物からは丸馬出

は 16世紀後半に機能したと考えられ、1580 年武田勝頼

によって膳城とともに山上城も攻略され、武田流の城に改

修された可能性が考えられました。また、同様の丸馬出は

1996 年に調査された膳城にもあったことが明らかになり

ました。

　考古資料のもつ限界により、両城ともいつ誰が丸馬出を

作ったか、そして廃絶されたかを現時点で明らかにするこ

とは困難ですが、丸馬出が確実に武田氏の改修によるもの

とすると、両城が武田氏の東毛攻略の最前線とされた有力

な証拠となります。

　また、仁田山地域（現在の桐生市川内町を中心とする地

域）は戦国時代に京都にも知られる絹織物の産地となり、

桐生領の貴重な経済基盤となったことがうかがえますが、

1574 年に小田原北条方についた由良氏を攻撃するため上

杉謙信が春と秋の２度にわたって仁田山を攻撃したことが

史料により明らかにされています。それ以前にも、仁田山

の領有をめぐって桐生佐野氏家中の内訌と由良氏との抗争

があったことが伝えられています。 仁田山地域の中核に所

在する伊賀屋敷は由良氏の重臣林伊賀守の館跡と伝えられ

ますが、火災の痕跡が見つかっており、仁田山という地域

で激しい抗争が繰り返されていたことを物語っています。

４．金山城

　足尾山塊の南端に金山丘陵に立地する金山城は、関東地　足尾山塊の南端に金山丘陵に立地する金山城は、関東地

方における要衡として岩松氏や由良氏の拠点となりまし方における要衡として岩松氏や由良氏の拠点となりまし

た。金山城は幾度となく上杉謙信や北条氏の軍勢に包囲さた。金山城は幾度となく上杉謙信や北条氏の軍勢に包囲さ

れ、戦場となったが、ことごとくそれらを退けた難攻不落れ、戦場となったが、ことごとくそれらを退けた難攻不落

の要害でした。

　金山城は、石垣をもつ戦国期の城館として、何度も改修　金山城は、石垣をもつ戦国期の城館として、何度も改修

がなされています。石垣の改修は城館をより堅固にするこがなされています。石垣の改修は城館をより堅固にするこ

とはもとより、北条氏と同盟を結び戦国大名化を目指したとはもとより、北条氏と同盟を結び戦国大名化を目指した

由良氏の北条氏配下での「格」を見せるための性格も帯び由良氏の北条氏配下での「格」を見せるための性格も帯び

ていることが指摘されています。また、北条氏の策略によていることが指摘されています。また、北条氏の策略によ

り由良氏が去ると、金山城は北条氏の番城となりますがそり由良氏が去ると、金山城は北条氏の番城となりますがそ

の後の改修では、石積みを行う場所やその特徴に後北条流の後の改修では、石積みを行う場所やその特徴に後北条流

の築城技術が認められるといいます。の築城技術が認められるといいます。

　金山城から出土した鉄鏃や弾丸、そして弾丸の未製品な　金山城から出土した鉄鏃や弾丸、そして弾丸の未製品な

どからは戦国城館としての緊張感もうかがえますが、そのどからは戦国城館としての緊張感もうかがえますが、その

一方では、日常道具のほか、接遇に使われた威信財として一方では、日常道具のほか、接遇に使われた威信財として

の茶器や舶載磁器も城内の広い範囲で認められます。長楽の茶器や舶載磁器も城内の広い範囲で認められます。長楽

寺『永禄日記』からは、金山城内には、城主由良成繁ほか寺『永禄日記』からは、金山城内には、城主由良成繁ほか

親戚・重臣たちの屋敷が存在し、そこで様々な供応や政務親戚・重臣たちの屋敷が存在し、そこで様々な供応や政務

が行われていたことが分かり、威信財はそうした屋敷群のが行われていたことが分かり、威信財はそうした屋敷群の

存在を反映するものとみてよいでしょう。金山城は、要害存在を反映するものとみてよいでしょう。金山城は、要害

でもあるとともに行政機関としての役割も果たしていたこでもあるとともに行政機関としての役割も果たしていたこ

とが判ります。

■ 三の曲輪から見た山上城の丸馬出（桐生市教育委員会提供） ■

（半円形の堀の内側にはかつて土塁がめぐらされていた。丸馬出は、武田系の城館に特徴

的とされ、群馬県内では名胡桃城・膳城でも見つかっている。）

■ 金山城大手大手虎口南下段曲輪の石垣金山城大手大手虎口南下段曲輪の石垣（太田市教育委員会提供） ■

（凝灰岩の切石と切石の間につめる間詰め石に、渡良瀬川採集の河原石を使用した化粧間（凝灰岩の切石と切石の間につめる間詰め石に、渡良瀬川採集の河原石を使用した化粧間

詰めが認められる。円礫を使用した石垣は、後北条系の城館に特徴的なものとされる。詰めが認められる。円礫を使用した石垣は、後北条系の城館に特徴的なものとされる。

化粧間詰めの採用には、金山城の主であった由良氏が、後北条氏の同盟者としての「格」化粧間詰めの採用には、金山城の主であった由良氏が、後北条氏の同盟者としての「格」

を誇示するためという想定もなされている。）を誇示するためという想定もなされている。）

●タイトルおよびリードの背景の写真●●タイトルおよびリードの背景の写真●

■ 金山城日ノ池（太田市教育委員会提供）（太田市教育委員会提供） ■

（金山城は防衛上の拠点でもあり、政務も行われた場でもあった。日ノ池では水にまつわ（金山城は防衛上の拠点でもあり、政務も行われた場でもあった。日ノ池では水にまつわ

る祭祀が執り行われた場と考えられ、金山城は新田領における祭政の象徴でもあった。）る祭祀が執り行われた場と考えられ、金山城は新田領における祭政の象徴でもあった。）



郷土史講座『東毛の戦国時代』受講のご案内受講のご案内

郷土史講座の概要
第１講　１月29日 ( 日 )

　『北関東の戦国時代』

峰岸純夫氏（東京都立大学名誉教授）

第２講　２月12日 ( 日 )

　『戦国城館を掘る － 金山城の発掘調査 －』

宮田毅氏（太田市教育委員会）

第３講　２月26日 ( 日 )

　『東毛の戦国時代』

久保田順一氏（群馬県立渋川女子高等学校）

第４講　３月12日 ( 日 )

　『史跡見学会 － 戦国城館を歩く －』

●時間と会場　第１講～第３講まで午後１時 30分から

（資料館体験学習室）

　　　　　　　第４講は午前８時 30分から

（資料館第１駐車場集合）

●定員　　　　70人（史跡見学会は 30人）〔先着順〕

●受講料　　　一般 2000 円、友の会会員 1500 円、

（単独受講の場合は各講 1000 円）

　　　　　　  ※史跡見学会は別途保険料と昼食代の 1500 円

　　　　　　　がかかります。

●申し込み方法

　住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記してお申し込みく

ださい。史跡見学会参加希望の方はほかに生年月日もご案内く

ださい（保険加入のため必要です）。はがき・ファクス・Ｅメール・

資料館窓口・電話でも受け付けます。受講決定者にははがきに

て受講票を送付いたします。

●受付開始　　平成 17年 12月１日（木）～

『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』『東毛の戦国時代』
　今年の郷土史講座は、企画展と連動して『東毛の戦国時代』

と題した連続講座を開催します。今年度の講義は次の３講と、

戦乱の舞台となった中世城館を散策する史跡見学会を計画し

ております。多くの皆さんの受講をお待ちしております。　

● 東毛の戦国時代とは ●

募集要項
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室町時代は、15世紀中頃になると各地で大小

様々な争乱が始まります。

　関東地方では、1454 年の鎌倉公方足利成氏

と関東管領上杉氏との対立から引き起こされた

享徳の乱から戦国時代に入ったとされ、応仁の

乱の 13年前に長い戦乱が始まりました。

　その後、相模から北上した北条氏が管領上杉

憲政を越後に追放したことにより、1560 年、

長尾景虎 (後の上杉謙信 )が、憲政を擁して関東

に出陣しました。それ以降、上野国は北からは

上杉氏・南からは北条氏・西からは武田氏といっ

た有力な戦国大名が争覇を競う場となりました。

　東毛では、新田荘を基盤とした岩松氏は、下

剋上により家宰横瀬氏 ( 後の由良氏 ) にとって

替わられました。由良氏は戦乱の中、上杉方か

ら北条方へと立場を変えながら巧みに生き残り

を図りますが、北条方の策略により自立化は頓

挫してしまいます。

　このようにして、東毛を含む上野は北条氏の

領国化が進むかにみえましたが、1590 年に豊

臣秀吉の小田原攻めによって北条氏の滅亡と小

田原開城をもって戦国時代は終わりを告げます。



《石器づくりサークル》

　石器づくりサークルは、結成から 10年を迎えました。　石器づくりサークルは、結成から 10年を迎えました。

今年は、サークルのみなさんの作品も今年は、サークルのみなさんの作品も、過去の作品と現在

の作品を比べてみようということになりました。石槍づくの作品を比べてみようということになりました。石槍づく

りがメインですが、経験を重ねるごとにできた石槍は薄くりがメインですが、経験を重ねるごとにできた石槍は薄く

優美なものに仕上がっていくのが分かります。優美なものに仕上がっていくのが分かります。

第９回友の会展示

『見て さわって 楽しんで』
開催報告平成17年 12月４日（日）

～平成 18年１月 15日（日）

第９回友の会展示友の会展示が平成 17年 12 月４日（日）～平成 18年１月 15日（日）まで第９回友の会展示友の会展示が平成 17年 12 月４日（日）～平成 18年１月 15日（日）まで

開催されました。友の会は「石器づくりサークル」「土器づくりサークル」「民俗伝承研究会」「古開催されました。友の会は「石器づくりサークル」「土器づくりサークル」「民俗伝承研究会」「古

代料理研究会」の４サークルで活動しています。代料理研究会」の４サークルで活動しています。

　今回は“見て、さわって、楽しんで”をテーマに各サークルが工夫を凝らした展示を行いました。　今回は“見て、さわって、楽しんで”をテーマに各サークルが工夫を凝らした展示を行いました。

普段はなかなか触れることの出来ない石器や土器に触れたり、古代米の緑米と黒米を比較したりな普段はなかなか触れることの出来ない石器や土器に触れたり、古代米の緑米と黒米を比較したりな

ど色々な体験に、大人だけでなく子ども達も興味津々で目を輝かせていました。ど色々な体験に、大人だけでなく子ども達も興味津々で目を輝かせていました。

《土器づくりサークル》

　土器づくりサークルは、使える土器を作るというテーマ　土器づくりサークルは、使える土器を作るというテーマ

のもと、様々な土器づくりをしています。毎年夏にはじっのもと、様々な土器づくりをしています。毎年夏にはじっ

くり時間をかけてを作るという目的のもと土器づくり合宿くり時間をかけてを作るという目的のもと土器づくり合宿

も行っています。今回は、資料館に保管されている土器を

モデルとしたり、数年来の制作課題ともなっている火炎土

器など最近の作品を中心に展示しました。

《民俗伝承研究会》

鹿田山は古くから人々が住み着いたところです。『鹿田

の伝説』は、鹿田山の旧跡と由来について中世以来語りつ

がれたものを大正時代にまとめた冊子です。この『鹿田の

伝説』をテキストに鹿田山の旧跡を訪ね、その現況と伝説

の研究成果を展示しました。作付面積と参加人員もパワー

アップした古代米づくりの様子も併せて展示しました。

《古代料理研究会》

　古代料理研究会は、今年はエゴマづくりにチャレンジし

ました。エゴマはインド・中国が原産とされますが、日本

でも縄文時代に栽培されたといいます。ひと頃はゴマに押

されていましたが、健康食として栄養価の面でも見直され

ています。開催期間中の日曜日には、エゴマを使ったおは

ぎや和え物を試食する催しもありました。

第９回友の会展示

『見て さわって 楽しんで』
平成17年 12月４日（日）
～平成 18年１月 15日（日）

■ 初のお客様ととテープカット ■

■ 土器を展示する様子 ■

■ 鹿田の伝説マップの展示作業 ■
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11 月 13 日（日）に「岩宿ムラ収穫祭り」が資料館友の会主催により

開催されました。穏やかな秋晴れに恵まれ、942 人の来場者による人の

流れが途切れることもなく、会場となった「岩宿人の広場」は一日中賑わ

いました。

　会場では、火起し・石器作り・勾玉作り・脱穀といったアトラクション

が行われ、子ども達だけでなく大人の参加者の皆さんが真剣に取り組む姿

に、友の会スタッフの指導もいっそう熱が入っていました。

　参加者の皆さんは様々な古代体験をしたり、いのしし鍋に舌鼓をうった

り、ドングリコーヒーやあけび茶を楽しんだりと、秋の一日を満喫してく

れたことでしょう。

■ 石臼でドングリを粉にします ■

■ 足踏み脱穀器で古代米を脱穀 ■■ 黒曜石のナイフで解体したサケを焼いてます ■

■ 舞切りで火おこし ■

岩宿ムラ

収穫祭 '05
2005.11.13

　春と秋の恒例行事となった岩宿ムラは、次回はカタクリさくらまつり

（３月 23日～４月５日）にあわせて開催される予定です。カタクリさ

くらまつり開催期間中は、企画展示室にて笠懸町内の小学校・幼稚園・

保育園の総合学習の成果を展示する『岩宿人になろう』を開催する予定

です。あわせてお楽しみください。

次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？次の岩宿ムラは？
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ストーン エッセイ③
岩宿時代について、資料館の活動について岩宿時代について、資料館の活動について岩宿時代について、資料館の活動について岩宿時代について、資料館の活動について岩宿時代について、資料館の活動について岩宿時代について、資料館の活動について

学芸員が語ります。学芸員が語ります。

　2000年に発覚した ｢前期旧石器捏造事件 ｣が、岩宿時

代 ( 先土器･旧石器時代 ) の研究に大きな打撃を与えたこ

とは、記憶に新しいところであろう。この捏造に関する検

証作業は、日本考古学協会の特別委員会によって、｢前期

旧石器時代遺跡 ｣の検証再発掘や ｢石器 ｣の再検討などが

行われ、捏造の状況が 2年の歳月を費やして明らかにさ

れたのである。

そうした検証作業がさかんに行われていたころ、あるそうした検証作業がさかんに行われていたころ、ある

研究会に出席した折に、石器製作の技術研究で著名な大沼研究会に出席した折に、石器製作の技術研究で著名な大沼

克彦先生が、｢F 氏の収集品の中に君の作った石器があっ克彦先生が、｢F 氏の収集品の中に君の作った石器があっ克彦先生が、｢F 氏の収集品の中に君の作った石器があっ

たよ ｣というのである。検証作業の中で、埋め込まれた ｢たよ ｣というのである。検証作業の中で、埋め込まれた ｢たよ ｣というのである。検証作業の中で、埋め込まれた ｢たよ ｣というのである。検証作業の中で、埋め込まれた ｢

石器 ｣ の候補ともなるべき F氏の収集品の検証作業が行石器 ｣の候補ともなるべき F氏の収集品の検証作業が行石器 ｣の候補ともなるべき F氏の収集品の検証作業が行石器 ｣の候補ともなるべき F氏の収集品の検証作業が行

われたのであった。一瞬血の気がひく思いがしたが、すぐわれたのであった。一瞬血の気がひく思いがしたが、すぐわれたのであった。一瞬血の気がひく思いがしたが、すぐわれたのであった。一瞬血の気がひく思いがしたが、すぐ

に、「あの石器は黒耀石だに、「あの石器は黒耀石だ

し、誰がみても時代の違いし、誰がみても時代の違いし、誰がみても時代の違い

がはっきりしているから、がはっきりしているから、がはっきりしているから、

埋め込んだらすぐにばれて埋め込んだらすぐにばれて埋め込んだらすぐにばれて

しまいますよ」といわれてしまいますよ」といわれてしまいますよ」といわれて

ほっとした。さらに大沼先ほっとした。さらに大沼先ほっとした。さらに大沼先ほっとした。さらに大沼先

生が付け加えるには、「あ生が付け加えるには、「あ生が付け加えるには、「あ

の石器には特徴があって、の石器には特徴があって、の石器には特徴があって、

メモをみなくても君が作っメモをみなくても君が作っメモをみなくても君が作っ

たものとすぐにわかった」

というのである。

　驚いた私は、館に帰ると

すぐに記録を調べたのは当

然だった。記録をみると、

実際には友の会の石器作りサークルでも、石槍作りの上手

な K氏がほとんどを作り、最後の仕上げを私が行ったこ

とがわかった。とすると、大沼先生のいう石器の特徴は、

当資料館で石器を作っている人々に、共通した何かがある

ことを示していることになるだろう。

　ところで、同じく石器作りの問題として、大沼先生が主

催して開催したシンポジウム『石器作りの考古学』の時に、

石器作りの動作に関するものとして ｢岩宿式 ｣なる言葉が

生まれている。｢石器製作実験の可能性 ｣と題した西秋良

宏氏の発表の中で、石を割るときの特徴的な打撃フォーム

として取り上げられたのである。西秋氏の観察では、ある

経験をしたものは、右利き人の場合、｢原石を左太ももの

外側に固定しながら右手を振り下ろし ｣て石を割るという

共通した傾向があったというのである。このことは、｢経

験者群の師匠 ｣にあたる前資料館長の松沢亜生氏の石器製験者群の師匠 ｣にあたる前資料館長の松沢亜生氏の石器製

作の動作と同じであるというのである。作の動作と同じであるというのである。それに加え、海外

での石器作り自慢が石割りの実演をする際も、やはりでの石器作り自慢が石割りの実演をする際も、やはり｢岩宿

式｣であるという。式｣であるという。

しかし、その西秋氏は、昔からの石器作りを継承してしかし、その西秋氏は、昔からの石器作りを継承してしかし、その西秋氏は、昔からの石器作りを継承して

いる世界各地の石器製作者は、石器作りのフォームが違ういる世界各地の石器製作者は、石器作りのフォームが違ういる世界各地の石器製作者は、石器作りのフォームが違う

というのである。パプアニューギニア人が石斧を作る際のというのである。パプアニューギニア人が石斧を作る際のというのである。パプアニューギニア人が石斧を作る際の

フォームは、自分の胴体の前で石を持って割るといい、オフォームは、自分の胴体の前で石を持って割るといい、オフォームは、自分の胴体の前で石を持って割るといい、オ

ーストラリアの男性は左足を石の固定に使っているが、ーストラリアの男性は左足を石の固定に使っているが、ーストラリアの男性は左足を石の固定に使っているが、踵
かかと

を使うというのである。とすれば、私を含めた我々の石器を使うというのである。とすれば、私を含めた我々の石器を使うというのである。とすれば、私を含めた我々の石器

作りの方法、｢岩宿式 ｣が唯一の方法ではないのであり、作りの方法、｢岩宿式 ｣が唯一の方法ではないのであり、作りの方法、｢岩宿式 ｣が唯一の方法ではないのであり、作りの方法、｢岩宿式 ｣が唯一の方法ではないのであり、

西秋氏の言うように師匠の違いが石器作りのフォームに現西秋氏の言うように師匠の違いが石器作りのフォームに現西秋氏の言うように師匠の違いが石器作りのフォームに現西秋氏の言うように師匠の違いが石器作りのフォームに現

われているということにわれているということに

なる。最初に石器作りをなる。最初に石器作りを

始めた人類以外は、誰か始めた人類以外は、誰か

に教わりながら石器作りに教わりながら石器作り

を身につけてきたと考えを身につけてきたと考え

ると当然なことなのであると当然なことなのであ

ろうか。

実のところ実のところ、海外で｢岩

宿式 ｣と呼ばれる方法が宿式 ｣と呼ばれる方法が

取られているのは、松沢取られているのは、松沢

氏の師匠にあたるフラ氏の師匠にあたるフラ

ンスの有名な旧石器時代

研究者、F. ボルドー氏

の石割りの方法がその起

源であるという。その意味では、｢岩宿式 ｣は、現代にお源であるという。その意味では、｢岩宿式 ｣は、現代にお

ける世界的な石器作りの方法を取り入れていることにもなける世界的な石器作りの方法を取り入れていることにもな

る。｢偏った ｣と考えるべきか、あるいは ｢世界的 ｣と考る。｢偏った ｣と考えるべきか、あるいは ｢世界的 ｣と考

えるべきなのであろうか。それでも、石器作りを体験する

には、必ずいずれかの動作によるのであるから、それは仕

方ないとあきらめるべきなのだろうか。

年間数千人単位で石器作りの体験学習を行っていると

いうことは、やや大げさにいえば、いずれ日本全体の石器

作りの方法は、｢岩宿式 ｣に統一されてしまうことも予想

される。当方としては、石が割れる原理を知り、それを肌

で感じることによって歴史学習が深まることを主眼として

いるだけなのであるが、少々困った問題だと考えている。

(小菅 将夫 )

ストーン エッセイ③

■ 「岩宿式」による石器づくり ■■ 「岩宿式」による石器づくり ■■ 「岩宿式」による石器づくり ■
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◇笠懸野岩宿文化資料館のご案内◇

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

2006年 １ 月６日発行（年３回発行）

編集・発行　笠懸野岩宿文化資料館

《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 .

笠懸野 岩宿文化資料館
〒379-2311群馬県新田郡笠懸町阿左美1790-1
TEL 0277-76-1701 FAX 0277-76-1703

E-メール： k3-edu@kasakakemachi-gnm.ed.jp
URL  http://www.sunfield.ne.jp/kasakake/

siryoukan@town.kasakake.gunma.jp

46

Schedule 催し物chedule 2006 年１月～３月2006年１月～３月

「岩宿博物館」

14 日　岩宿探検隊『土鈴づくり』

15日　第９回友の会展示『見て さわって 楽しんで』
最終日

28 日　第 41回企画展『出土資料からみた東毛の戦国時代』
開催（３月 12日まで、２ページへ）

29 日　郷土史講座 第１講『北関東の戦国時代』
講師：峰岸　純夫 氏（４ページへ）

12 日　郷土史講座 第２講

『戦国城館を掘る － 金山城の発掘調査 －』
講師：宮  田　毅  氏（４ページへ）

18 日　岩宿探検隊『土鈴焼き』

26日　郷土史講座第３講『東毛の戦国時代』
講師：久保田 順一氏（４ページへ）

12 日　郷土史講座『史跡見学会 － 戦国城館を歩く －』
（４ページへ）

25 日　総合学習等展示『岩宿人になろう』(予定 )

１月１月

２月２月

３月３月

笠懸野岩宿文化資料館は平成 18 年３月 27

日に『岩宿博物館』に名称を変更します。

本館は平成４年 10 月１日に開館しました。

この間、史跡岩宿遺跡の博物館として岩宿時代

（旧石器時代）の情報を発信するとともに、地

域に根ざした文化活動を積極的に取り組んでき

ました。また、平成７年には博物館法に基づく

“登録博物館”として群馬県内の博物館では

３館目の公立博物館施設に登録され、翌平成８

年には、群馬県で２番目の重要文化財公開承認

施設として文化庁から認定を受けています。

当館は名実ともに博物館の性格を有する教育

機関ですが、日本の歴史を書き換えた岩宿遺跡

の博物館であることを明示するとともに、多様

な学習のニーズに応えた活動を展開する博物館

であることを明確に表することから『岩宿博物

館』に名称を変更します。これからも皆様の積

極的な活用をお願いいたしますとともに、私た

ち博物館スタッフもこれからの博物館活動をさ

らに充実させるよう取り組んで参ります。

３月27日

笠懸野岩宿文化資料館は

「岩宿博物館」「岩宿博物館」「岩宿博物館」「岩宿博物館」
に名称変更します


