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　12月13日（土）、岩宿探検隊で「しめかざりづくり」を行いました。そのあ

とには、岩宿人の広場で臼と杵でもちつきをしました。参加者はあんこ・き

な粉・からみもちとつきたてのおもちをいっぱい食べました。気分はすっか

りお正月。博物館も今年で17年目。今年もよろしくお願いします。

◆あけましておめでとうございます◆

◀古代米のもちつき、ペッタンコ

▲しめかざりを作ったよ



西鹿田中島遺跡発見の土器片

西鹿田中島遺跡発見の尖底土器
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第47回企画展

開 催 期 間  平成21年１月31日（土）～３月８日（日）
開 催 会 場  岩宿博物館　１階企画展示室
展示解説会  １月31日、２月14・28日（各土曜日14：00～）
 ※直接企画展示室にお集まりください。

　みどり市内には、191ヶ所の遺跡がありますが、縄文時代の遺跡はその３分の２にあたる125ヶ所も発見

されています。縄文時代は、岩宿時代の後の時代で、今から１万4千年前から約2300年前までの1万年以上

もの歴史があり、当時の生活は前の岩宿時代と同じように動物を狩り、木の実などを集めて食べるという狩

猟採集の時代でしたが、前の時代とはいくつかの点で異なっています。最も大きくわかりやすいのは、縄文

時代になると土器を作り、使っていたということです。縄文土器は、１万年もの間で様々な変化があったが、

火焔型土器に代表されるような芸術的な飾りのつけられた土器があって、世界的にも優れた原始芸術作品と

して有名です。みどり市からは火焔型土器は発見されていませんが、多数の縄文土器が発見されており、こ

の時代の大部分の時期を網羅するような土器が発見されています。

　今回の展示では、みどり市内から発見された縄文土器の優品を一堂に展示し、その芸術性をご鑑賞してい

ただきながら、地元に残された文化財のすばらしさをご堪能願います。

①土器が作られ始めたころ（縄文時代草創期）
　現在、日本では１万５千年前ころに土器が作られ始

めたといわれていますが、土器を使い始めた時期を縄

文時代草創期と呼んでいます。市内には国の史跡に指

定されている西鹿田中島遺跡があり、全国的にも有名

です。土器の全体像のわかるものはなく破片のみですが、

１万年を超える最古の土器をぜひご覧下さい。

　

②底の尖った土器（縄文時代早期）
　約１万年前以降になると、底の尖った土器（尖底土器）

をさかんに使うようになります。市内では鹿田山や岩

宿の稲荷山などからこの頃の土器が発見されています。

この時期も土器の全体の形がわかるものが少ないです

が、市内ではその全体像がわかる土器がいくつか発見

されています。

展示の概要展示の概要

みどり市の縄文土器みどり市の縄文土器



清泉寺裏遺跡発見の土器

神社裏遺跡発見の土器

阿左美遺跡発見の注口土器
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③縄文ムラができるころ（縄文時代前期）
　秋季の企画展でも触れた縄文時代が大きく変わる時

期の土器を展示します。前半期は土器に植物などの繊

維を入れて作った「繊維土器」と呼ばれるものであり、

後半期は繊維を含まず薄手で焼きの良い土器です。

　

④華やかな縄文土器（縄文時代中期）
　縄文土器といえば装飾性豊かな土器が思い浮かびま

すが、それらは縄文時代中期に属する土器です。市内

には、この時期清泉寺裏遺跡や瀬戸ヶ原遺跡など高台に、

中央に広場をもった大遺跡があります。特に清泉寺裏

遺跡では、80軒あまりの住居跡が発見され、この時期

を代表する多数の土器が発見されています。また、そ

の遺跡からも発見されていますが、群馬県を代表する

「焼町式」土器を比較展示する予定です。

　

⑤端正な縄文土器（縄文時代後期・晩期）
　縄文時代の後半期の後期や晩期になると、中期のよ

うな派手な土器はなくなりますが、端正で優美な形の

土器が作られるようになります。また、縄文土器の中

心は煮炊きに使った「深鉢形土器」ですが、この頃に

なると注ぎ口の付いた「注口土器」など様々な形の土

器が作られるようになります。阿左美遺跡からは縄文

時代後期の注口土器の優品が多数発見されています。

　なお、市内では極端に遺跡が無くなり、土器も少な

い後期後半期以降の時期については、周辺地域である

桐生市の関連資料も展示します。
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第１講　平成21年２月８日（日）13：30～

『群馬の「博覧強記」岩澤正作』
講師：森田秀策氏（群馬県文化財保護審議会委員）
　明治９年（1876）、神奈川県の農家に生まれた岩澤は明

治35年（1902）旧制前橋中学校の教師として群馬へ着任

します。その後、明治38年高崎中学校に転任。大正３年

（1914）、大間々共立普通学校（現大間々高等学校）へ転任

し、25年間、博物・農業や漢文を教えました。岩澤は博物

学・考古学や文献史学を研究しました。昭和４年（1929）

「毛野研究会」を設立し、昭和９年（1934）から、『毛野時

報（後の毛野）』を刊行しました。脚絆を巻いた調査スタイ

ルは「ひげ仙人」と慕われ、調査で収集した資料は「三山閣」

と名付けた建物に陳列し、生徒などに開放していました。

考古学関係では、『山田郡誌』の執筆や縄文土器の編年や火山

灰考古学の基礎を群馬県に普及させた業績が特筆されます。

第２講　平成21年２月22日（日）13：30～

『相澤忠洋の学問と業績』
講師：大里仁一氏（桐生市教育資料室長）
　相澤忠洋は、戦後桐生に復員、岩宿遺跡の発見者となり

ます。昭和21年(1946)、彼が発見した石器が、関東ロー

ム層の中に土器を伴わない「石器文化」の存在を知る契機

となりました。その後、明治大学や東北大学の調査を経て、

昭和54年、国史跡となりました。彼は岩宿遺跡を筆頭に赤

城山麓を中心に旧石器時代の遺跡を多く発見しています。

その集成として『赤城山麓の旧石器』が昭和63年に刊行さ

れました。昭和22年（1947）、「東毛考古学研究所」を設立し、

昭和46年（1971）には夏井戸遺跡に「赤城人類文化研究所」

を設立します。みどり市内の遺跡では、西鹿田中島遺跡、

桐原遺跡などを発見･発掘しています。岩宿遺跡の発見者

として知られる相澤ですが、同時に群馬県における旧石器

時代の遺跡を精力的に開拓した功労者でもあります。

第３講　平成21年３月１日（日）13：30～

『尾崎喜左雄の学問と業績』
講師：松島榮治氏（群馬県文化財保護審議会委員長）
　尾崎喜左雄は、昭和11年（1936）群馬県に古墳調査の

整理のため赴任します。以降、群馬県に根をおろし、郷土史、

とりわけ古代史の研究に大きな業績を残しました。特に古

墳時代の研究では、横穴式古墳の編年と年代観の確立、そ

の歴史的背景等独自の歴史感を展開し、その後の研究の基

本的視点となった。また、彼は教育者（群馬大学）であり、

数多くの教え子たちを輩出し、群馬県内で活躍しておりそ

の中に松島榮治がいます。彼は石田川遺跡の発掘（昭和27

年）で群馬地域における古墳時代前期土器の総称として「石

田川式土器」を設定しました。また、昭和54年以降、数次

にわたり天明３年（1783）の浅間焼きで埋没した鎌原村を

発掘して近世考古学の重要性を再認識させる事例となりま

した。みどり市では、大間々町誌編纂、東村誌編纂に関わり、

長久保遺跡等を発掘しています。

第４講　史跡見学会　平成21年３月８日（日）８：30～

『みどり市ゆかりの
　　　　　考古学者の業績を訪ねて』
　みどり市ゆかりの考古学者たちが業績を残した遺跡や関

係する博物館などを見学します。

●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、博物館窓口で直

接お申し込みください（電話による受付も行

います。）

B．見学会
　定　　員　30人（先着順）
　参 加 費　2,000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　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　直接窓口にて受付開始（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

『みどり市ゆかりの考古学者』『みどり市ゆかりの考古学者』
　第47回企画展『みどり市の縄文土器』は考古学関係の企画展です。この企画展に関連して、テーマは『みどり
市ゆかりの考古学者』で開催いたします。みどり市にゆかりのある考古学者の業績を紹介する郷土史講座として
企画いたしました。具体的には、大正から昭和戦前期に大間々町に在住して群馬考古学の先駆者として活躍した
岩澤正作、岩宿遺跡を発見し日本の旧石器時代研究の端緒となった相澤忠洋、戦後群馬大学を拠点として群馬県
の考古学界をリードした尾崎喜左雄とその教え子で古墳時代前期の「石田川式土器」の設定に業績を挙げた東町
出身の松島榮治の業績を中心に学習します。

● 講座の日程と内容
（会場：岩宿博物館１階　体験学習室）



友の会展示の観覧風景

友の会展示初日のテープカット
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『サークル活動展2008』
平成20年12月７日（日）～平成21年１月12日（月・祝）

主催：岩宿博物館友の会　後援：岩宿博物館

　今回の展示は、『サークル活動展2008』と題して、サークル活動の原点に回帰して、今年１年間の活動成果を
皆様にみていただこうと企画いたしました。４つのサークルのこの１年の活動成果をゆっくりとご覧ください。

 石器作りサークル

　石器作りサークルで

は、毎月第３日曜日に

活動をしています。時

間は午前10時頃から

午後４時頃まで。

　活動の中心は、石器

を作ることですが、石

器石材の採取ツアーも

行っています。

　サークルへの入会金

や活動費は無料となっ

ていますので、お気楽

にご参加ください。

 土器作りサークル

　2008年は、主に「焼町土器」を中心にして制作しま

した。

　焼町土器は、縄文中期中葉（今から約4,500年前）

の土器で、主に群馬県北西部から長野県の八ヶ岳、浅

間山山麓にかけて分布しています。特に、渋川市北橘

と長野県御代田町の焼町土器が有名です。

　焼町土器の特徴は、渦巻き文様に円形の突起を加え

た立体的な装飾にあります。制作には、装飾の部分で

時間がかかりました。

 古代料理研究会

　私たち古代料理研究会は今年度、鹿田山環境ネット

ワークとの提携で菜種を絞りました。絞った油で岩宿

博物館にて流しソーメンをして天ぷらを揚げ、来館者、

友の会、ネットワークの人たちと、夏の一日を楽しみ

ました。

　秋にはどんぐり、とちの実の採集、福岡県にいる会

員の方から菱の実をいただきました。変わった形の実、

縄文の時代から食べられていたそうです。私たちはそ

の実をおこわにして11月の収穫祭にて昼食としていた

だきました。味は栗の実に似てほっくりとしていました。

第12回友の会展示

また、布ぞうり作り・あんぎん編みなどもおこないま

した。

 民俗伝承研究会

　阿左美村の石造物などを調査しました。阿左美村は

笠懸町のほぼ東半分を占め、六つの旧村（阿左美、久々

宇、桃頭、鹿の川、鹿田、西鹿田）では最も大きい村

落でした。

　現在では16の小字にまとめられていますが、宝暦九

年(1759)の検地帳などには50の耕地名が書かれてい

ました。

　村の中心は小字の「上」「仲」「下」「横町」で、他に枝

郷と呼ばれた「岩宿、竹沢」と、小字の「桜塚」「北」

に人家が集まっていました。

第12回　友の会展示の案内チラシ
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　11月９日（日）に『岩宿ムラ祭り収穫祭』が博物館友の会　11月９日（日）に『岩宿ムラ祭り収穫祭』が博物館友の会

主催により開催されました。主催により開催されました。

　当日は穏やかな一日で、約470人の来場者による人の流れ　当日は穏やかな一日で、約470人の来場者による人の流れ

が見られました。会場となった『岩宿人広場』では、石器作が見られました。会場となった『岩宿人広場』では、石器作

り・火おこし・まが玉作り・脱穀・石臼での粉挽き・弓矢・り・火おこし・まが玉作り・脱穀・石臼での粉挽き・弓矢・

石器のナイフで鮭を解体といった盛りだくさんのアトラクシ石器のナイフで鮭を解体といった盛りだくさんのアトラクシ

ョンが行われ、子供から大人まで参加者の皆さんが真剣に取ョンが行われ、子供から大人まで参加者の皆さんが真剣に取

り組む姿がありました。友の会スタッフの指導もいっそう熱り組む姿がありました。友の会スタッフの指導もいっそう熱

が入り、額に光るものが見られました。参加者の皆さんは古が入り、額に光るものが見られました。参加者の皆さんは古

代人の生活を実際に体験したり、イノシシ鍋に舌鼓をうった代人の生活を実際に体験したり、イノシシ鍋に舌鼓をうった

り、どんぐりクッキーを食したりと、秋の一日を満喫して楽り、どんぐりクッキーを食したりと、秋の一日を満喫して楽

しんでくれたようです。また、土器焼きの際には、焼きいもしんでくれたようです。また、土器焼きの際には、焼きいも

がふるまわれました。がふるまわれました。

　春には、岩宿ムラ祭りが開催されます。期日は平成21年３　春には、岩宿ムラ祭りが開催されます。期日は平成21年３

月29日（日）です。乞う、ご期待。月29日（日）です。乞う、ご期待。

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行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　入館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

岩宿ムラ祭り収穫祭岩宿ムラ祭り収穫祭

古代米を脱穀

土器の野焼き

イノシシ鍋をふるまう



昨年の縄文人（昨年のみどり市内のある小学校校庭にて撮影）
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◆ よみがえる縄文人 ◆
　博物館は、本やインターネットなどで知るのではなく、

実際の石器や土器、古文書などといった資料を直接見

て学ぶ展示が事業の中心である。最近の博物館では、

それに加え、触ったり、使ったり、作ったりといった

体験学習を行うところが多くなってきた。

　当岩宿博物館でも、展示活動のほか、石器作りや土

器作り、勾玉作りといった体験学習に力を入れている。

秋から冬のこの時期は、このうちの縄文土器作りが最

もさかんな時期にあたっており、学芸員とボランティ

ア指導員は、あちこちの学校で土器作りや土器焼きに

奔走している状況である。この体験学習は、「縄文土器

作り」と銘打つように、粘土から作った土器を焚き火

の中で焼く「野焼き」によって完成させるものである。

土器は、陶芸教室用の粘土と異なり野焼きのできる粘

土を用意し、ロクロなどは使わず、粘土のヒモを積み

上げて作る「輪積み法」で作り上げる。土器焼きは、

博物館の広場あるいは学校の校庭で薪を燃やして行っ

ている。

　この土器作りでは、縄文土器を作っていた縄文人た

ちが、原始時代だからといって知識や能力が低いとい

うことはなく、粘土を焼くことによって水を入れて煮

炊きができる道具を世界でも最初のころに使っていた

こと、普通の粘土では粉々になるが、工夫して野焼き

に耐えられる粘土を調合していたことなどを理解する

ことで、縄文人の知恵や技術の高さを感じ取ってもら

いたいというのが学習の目標である。

　実は、この土器作りで、筆者がもうひとつ期待して

いることがある。ある小学校では、児童自ら、乾燥し

た粘土の粉末と砂を調合して粘土を練り、その粘土で

土器を作り、焼きあげた後、できた土器を使って実際

に煮炊きをしている。その間、学芸員や指導員たちは、

児童たちと何度も顔をあわせて活動を続けるが、その

中で、児童たちに、さまざまな変化が現れる。まず、

土器ができなければ煮炊きができないので、粘土作り

あるいは土器作りに児童が真剣に取り組んでいること

である。児童には、土器ができなければ、自分で煮炊

きできなくなるという現実があって、必死であるとい

うのが本当のところであろう。そして煮炊きである。

土器は、基本的にバケツに似た口の広がる形であるため、

焚き火の灰などが中に入りやすい。昨年は、２回煮炊

きを行ったが、初回はインスタントラーメンを作り、

２回目はご飯を炊いた。この体験で驚くことは、そう

した中で出来上がったラーメンやご飯をぺろりと食べ

ていることである。校庭でそのまま食べる姿は、決し

て行儀がよいとはいえないが、灰が入ったりしている

にもかかわらず、とにかくおいしそうに食べている。

既に石器作りや石槍投げ、弓矢なども体験しているた

めか、これらの体験学習を通して児童たちの意識の中

に何かが芽生えていたようだ。児童たちは体験学習に

よって心の底から「縄文人」になっているのかもしれ

ないと思いながら、観察を続けている。このことは他

の小学校でも同じで、粘土を練り、そして焚き火で土

器を作り上げることで、楽しみながら縄文人になって

いるようだ。筆者は、より多くの縄文人を作り出して

やろうと目論んでいて、既に３千人以上の縄文人を送

り出している。このまま続けていけば、いずれみどり

市が縄文時代に逆戻りするかもしれないと心の片隅で

期待しているのだ。しかし、縄文人たちは中学生にな

ると勉強やクラブ活動に忙しくなって、また元の現代

人に戻ってしまうため、「みどり市縄文時代化計画」が

頓挫してしまうのは何とも残念でならない。

 （小菅　将夫）

ストーン・エッセイ⑧
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10日（土） 岩宿探検隊『まが玉作り』受付開始

11日（日） 大人向け体験学習講座『土器作り』（９：30～）

12日（月・祝） 第12回友の会展示『サークル活動展2008』最終日

24日（土） 岩宿探検隊『まが玉作り』（10：00～）

31日（土） 第47回企画展『みどり市の縄文土器』開催

２月
８日（日） 郷土史講座　第１講　13：30～（会場：体験学習室）

 『群馬の「博覧強記」岩澤正作』

 講師：森田秀策氏（群馬県文化財保護審議会委員）

22日（日） 郷土史講座　第２講　13：30～（会場：体験学習室）

 『相澤忠洋の学問と業績』

 講師：大里仁一氏（桐生市教育資料室長）

３月
１日（日） 郷土史講座　第３講　13：30～（会場：体験学習室）

 『尾崎喜左雄の学問と業績』

 講師：松島榮治氏（群馬県文化財保護審議会委員長）

８日（日） 郷土史講座　第４講　史跡見学会　８：30～（集合：

博物館第１駐車場）

 『みどり市ゆかりの考古学者の業績を訪ねて』

 案内：本館学芸員

 第47回企画展『みどり市の縄文土器』最終

29日（日） 「岩宿ムラ祭り」　10：00～14：00（会場：岩宿人

の広場）

 大人向け体験学習講座『土器焼き』（10：00～）

１月

2009 年１月～３月

お し ら せ

　現在、岩宿の里公園内の北部に水生公園及び古代米水田・　現在、岩宿の里公園内の北部に水生公園及び古代米水田・

古代畑の整備が進行中です。平成20年度中に公園整備は終了古代畑の整備が進行中です。平成20年度中に公園整備は終了

します。平成21年度から古代米を中心とした稲作や雑穀などします。平成21年度から古代米を中心とした稲作や雑穀など

の畑作を地域住民と子どもたちが一緒になって農作業を経験の畑作を地域住民と子どもたちが一緒になって農作業を経験

してもらおうという体験学習を企画しております。皆様の参してもらおうという体験学習を企画しております。皆様の参

加をよろしくお願いします。また、従来石器作り・土器作り加をよろしくお願いします。また、従来石器作り・土器作り

などの体験学習は、博物館内の体験学習室で実施してきましなどの体験学習は、博物館内の体験学習室で実施してきまし

たが、「ふれあい学習館」が改修されましたので、体験学習事たが、「ふれあい学習館」が改修されましたので、体験学習事

業は、ふれあい学習館で実施いたします。業は、ふれあい学習館で実施いたします。

整備中の古代米水田・古代畑
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