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◆収穫を祝う岩宿ムラ！◆
　11 月 14 日、博物館友の会との共催で、岩宿ムラ収穫まつりが開催されま

した。会場となった岩宿人の広場の各ブースは、古代人の生活を体験するアト

ラクションや料理に、多くの参加者で賑わいました。

石うすできな粉ひき体験

黒耀石のナイフで鮭の解体ショー

力作土器の野焼き

つきたての古代米餅いかが？
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プロローグ
「好古」学から近代考古学へ
　ここでは、江戸時代から明治期における近代考古学の

黎明期を紹介します。

　明治10年（1877年）に行われたエドワード・モース

による大森貝塚の発掘調査が近代考古学の始まりといわ

れています。群馬県では、明治11年に前橋市の大室古

墳群が地元の住民により開口され、多くの副葬品が出土

しました。それ以前の江戸時代にも、遺跡・遺物に関す

る記録は散見されますが、考古学的な検討を目指したも

のではなく、好奇心に支えられた「好古」学の段階でし

た。明治後半期になると、東京大学や帝室博物館が考古

学界をリードし、群馬県内にも中央の学者が訪れ調査報

告を公表しています。

郷土史研究から考古学研究へ
　　　　　　　　岩澤 正作
　大正期になると、郷土史研究者のネットワーク化も盛

んになってきます。その代表的組織である、豊国覚堂が

主宰する「上毛郷土史研究会」が発足、機関誌『上毛及

び上毛人』が刊行されます。その中の主な論客に、博物

学に造詣の深い岩澤正作がいました。彼の当誌デビュー

論文は、64号に掲載された「笠懸村古代瓦の窯跡発見

始末」です。以後、彼は郷土史研究より学術的傾向の

強い研究会（特に考古学）を指向し、毛野研究会を昭

和4年（1929年）に立ち上げ、機関誌『毛野』『毛野時

報』等に多くの考古学論文や調査報告を発表するように

なります。

　岩澤によって発見・調査された遺跡や遺物は多数あり

ます。その代表的業績（遺跡）を紹介するとともに、そ

の学問的思想も紹介します。

『みどり市ゆかりの考古学者－個性が発揮された調査－』
2011月1月29日（土）〜3月6日（日）開催期間

岩宿博物館　1階　企画展示室開催会場

展示解説会　1/29　2/12・26（各土曜日午後 2時〜）関連行事

　みどり市ゆかりの考古学者には、岩宿遺跡の発見者である相沢忠洋のほかにも、大正期から昭和戦前期に大

間々町に居住して活躍した岩澤正作、群馬師範学校から群馬大学で教鞭を執り、戦後の群馬考古学界のリーダー

として活躍した尾崎喜左雄などがいます。教え子の一人に、石田川遺跡を発掘した、みどり市東町出身の松島榮

治がいます。

　また、混沌とした戦後の時代に両毛考古学会を立ち上げ、千網谷戸遺跡や普門寺遺跡の発掘で縄文土器の編年

研究に大きな業績を残した薗田芳雄や、同じく桐生市周辺の遺跡を発掘調査した周東隆一らもいます。

　この企画展では、これらの考古学者の主要な業績をピックアップし、行政的調査が主流となる以前の考古学の

発掘調査と調査者の個性を探っていきます。

2011月1月29日（土）〜3月6日（日）
岩宿博物館　1階　企画展示室
展示解説会　1/29　2/12・26（各土曜日午後 2時〜）

第51回企画展第51回企画展

上芝古墳の調査（昭和４年）

岩澤　正作
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両毛考古学会で活躍
　　　　　　　　薗田 芳雄
　皇国史観から解き放たれた戦後の日本の歴史は、考古

学の成果を取り入れた記述がなされます。こういった中

で、桐生周辺の学生や教員で考古学に興味を持つ有志が

集まり、昭和23年（1948年）に「両毛考古学研究会」

が組織されました。さらに、足利を中心として活動し

ていた考古学研究者が加わり、昭和24年「両毛考古学

会」が誕生します。その主な会員の中に薗田芳雄や周東

隆一がいます。機関誌『両毛古代文化』などに薗田は、

千網谷戸遺跡や普門寺遺跡の発掘調査報告等を掲載しま

した。この遺跡から出土した土器は「千網式土器」（縄

文晩期）や「普門寺式土器」（縄文早期）として型式設

定され、中央学界に

も認知されていきま

す。薗田は昭和41

年（1966年）『桐

生市およびその周辺

の弥生式文化』を著

し、教育の一環とし

て郷土史クラブの顧

問等を引き受け、ク

ラブ活動としての発

掘を多く手掛けてい

ます。

戦後群馬考古学界のリーダー
　　　尾崎喜左雄・松島榮治
　尾崎喜左雄は、東京帝国大学文学部で古代史を学び、

昭和11年（1936年）8月、群馬県内の古墳調査を行う

ため、群馬県の嘱託となります。その成果は、『上毛古

墳総覧』に集成されました。昭和18年には群馬県師範

学校の教授となり、戦後は新制群馬大学で考古学・歴史

学の講義を行うようになりました。

　学生・有志らとともに多くの遺跡の発掘調査を実施

し、とりわけ、古墳の発掘には優れた業績があり、彼ら

が調査した遺跡は、後に国や県の史跡に指定されていま

す。みどり市の例でいうと、阿左美遺跡が群馬県の史跡

に指定されています。

　尾崎の門下生の一人にみどり市東町出身の松島榮治が

います。石田川遺跡では、古墳時代前期の特色ある土器

を発掘し、「石

田川式土器」の

設定の契機とな

っています。ま

た、天明の浅間

焼けで埋没した

鎌原村の発掘も

手掛け、群馬県

における近世考

古学の発掘調査

の先駆けとなり

ました。

エピローグ 遺跡の保護と活用
　個性ある考古学者たちが活躍し発見・調査した遺跡

は、単発の調査・発掘に終わらず、大規模開発などに伴

う行政発掘が主流をなす現在に至るまで、何度も発掘調

査が行われ、多くの成果が報告されています。

薗田　芳雄

鎌原遺跡を調査する松島榮治（昭和 54 年）
八王子遺跡の調査（昭和 27 年、右端が薗田）

有笠山遺跡を調査する尾崎喜左雄（昭和 28 年）
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郷土史講座受講生募集

『みどり市及びその周辺の中世史』
　中世という時代は、一般に武士階級が支配する社会の前半期で、統一的中央政権が未熟な
時代（秀吉政権以前）をいいます。中世成立期、みどり市南部の笠懸地区は新田荘に属し、
大間々地区は須永御厨・薗田荘に含まれていました。東地区は黒川山中と呼ばれる地域に編
成されており、領主支配の展開も複雑でした。
　南北朝期になると、新田氏や足利氏などの日本史上でも活躍する武士団の拠点としてク
ローズアップされますが、栄枯盛衰は世の常であり、彼らも下克上の世界にまきこまれ衰退
していきます。
　こうしたみどり市周辺の中世史を、地域の視点と日本史全体の視点の両面から捉え直し、
各時期に対応し、生き残りを模索した武士団の姿を再検討します。

●講座の日程と内容

（会場：岩宿博物館1階　講座室）

第１講　平成23年2月6日（日）13：30～

『新田荘成立試論』
　講師　須藤聡さん（群馬県立文書館　指導主事）

　中世成立期から、鎌倉時代を中心とした武士団の成立と

中央の状況、地域の事情を概観します。特に、新田荘の成

立前後の動きと新田義重一族の動向を検討します。北関東

で勢力を伸ばした秀郷流藤原氏（藤姓足利氏）も足利荘を

立荘します。しかし、それ以前は、下野国ではなく、上野

国での活躍が目立っています。新田荘の成立にも藤姓足利

氏が関与しています。その他、みどり市周辺に関係するの

は、須永御厨の開発にも係わった子孫の薗田一族もいまし

た。

第２講　平成23年2月20日（日）13：30～

『南北朝・室町期のみどり市周辺』
　講師　黒田日出男さん（群馬県立歴史博物館　館長）

　新田氏及び足利氏といった中世期を代表する武士団の動

向を、日本史全体の流れと地域の状況の両面から講義して

いきます。特に、南北朝内乱期の新田義貞や足利尊氏の活

躍は、日本史的視野で研究されています。その後、室町期

になると、新田氏は分家が多く排出し、その一派岩松氏が

新田荘地域で台頭してきます。その岩松氏も、下克上によ

り由良氏（横瀬氏）に実権を奪われ、みどり市周辺も戦国

の風潮が色濃くなっていきます。

第３講　平成23年 2月 27日（日）13：30～

『黒川衆と渡良瀬川上流域の戦国社会』
　講師　簗瀬大輔さん（群馬県立歴史博物館　学芸員）

　戦国時代の地域のあり方のひとつに「衆」があります。

渡良瀬川上流域では「黒川衆」と呼ばれた地域集団が活動

していました。黒川衆は、中小領主や土豪たちの集まりで、

政治的・軍事的・経済的に一定の自立性をもった勢力でし

た。しかし、戦国末期になると、渡良瀬川流域を拠点に勢

力を伸ばす由良・長尾氏、関東制覇を目論む越後上杉氏・

後北条氏らが新たな論理で支配しようとしました。こうし

た渡良瀬川上流域の地域社会の変動を見ていきます。

第４講　平成23年3月6日（日）8時30分～

史跡見学会『新田荘を歩く』
　案内　本館学芸員他

　国指定史跡「新田荘遺跡」をポイントごとに見学します。

平安末期の新田荘の成立から、幕藩体制が確立し新田荘が

消滅するまでの、中世期全時期の遺跡が広域に展開してい

る新田荘を歩き、中世的世界を体感します。

受講生の募集要項
Ａ　講義
定員　　　70人（先着順）
受講料　　一般　2000 円　友の会会員　1500 円（単独受
　　　　　講の場合は各講 1000 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　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　１～３講通しの受講申込者（第 2講終了時に受
　　　　　付開始）。
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第 14回友の会展示「サークル活動展２０１０」 好評開催中！！

（展示パンフレットより抜粋）

「考古学にはロマンがある」（会長あいさつより）

　私たち「岩宿博物館友の会」は、『日本のあけぼの岩宿

遺跡』として、全国の考古学ファンからその原点として親

しまれている岩宿博物館の運営を陰でお手伝いしていま

す。

　「考古学にはロマンがある」とどなたかがおっしゃって

おりました。私たち友の会には、①石器作り　②土器作り

③古代料理研究　④民俗伝承研究　と４つのサークルがあ

ります。それぞれ楽しみながら活動しております。

　本展示をご覧いただき、私たちの活動に興味を持ってい

ただければ幸いです。多くの仲間の皆さんの入会を、心よ

りお待ちしております。

「私たちのＤＣ物語」
　今年度の大きな活動は、プレＤＣ（ストーンエッセイ参

照）への参加でした。料理や食器はどうするか、石蒸し料

理の石は誰が焼くのかなど、多くの問題を解決して、７月

にスタートしました。県内はもちろん、山口、東京、神奈

川、埼玉などからも足を運んでいただきました。来年はＤ

Ｃ本番です。その本番に向けて、これからも月に１回お店

を 開 き ま す。

お店の名前は

「岩宿の里古

代料理レスト

ラ ン 」 で す。

みなさんのお

越しをお待ち

しています。

「阿玉台式土器を作る」
　今年のテーマは「阿

お た ま だ い

玉台式土器を作る」です。阿玉台式

土器は、上毛時代中期の土器です。関東東部を中心に、福

島県の南部から新潟県の湯沢付近まで分布しています。群

馬県にも、渋川市（旧北橘村地区）房
ぼ う が い と

谷戸遺跡出土の、出

来栄えのすばらしい土器があります。

　阿玉台式土器は、扇形にひらくとっ手の突起に特徴があ

ります。深鉢は、稜線が大きく弧をえがいて反っています。

「石に刻まれた庶民の信仰」
　昭和 50 年代前半頃、笠懸村（当時）は、『笠懸村誌』

を作成するために、中世以降の石像物の悉
しっ

皆
かい

調査をしまし

た。その結果、笠懸村内の石像物は総数 1,149 基が数え

上げられました。開発が進む中で良く残ったものと感心し

ます。

　今回は、そんな数ある石仏などの中から、村誌で取り

上げたり、郷土

史家が掘り起こ

したりした、い

くつかの石仏に

まつわる話や伝

説、口承、祭り

などを取り上げ

ました。

阿玉台式土器を展示

レストランの様子を写真展示

石仏とそれにまつわる話を地図で示す

3月 27日は岩宿ムラで楽しもう！
　表紙でもご紹介している「岩宿ムラまつり」を、カタクリ
さくらまつりに合わせて春にも開催します。昨年も、多くの
来場者があり、石器やまが玉作り体験では材料がなくなるほ
どの人気でした。他にも、石槍投げ・弓矢体験や、火おこし
体験など、古代人の生活を体験するコーナーを企画していま
す。また、当日博物館を見学した方や、体験コーナーでポイ
ントを集めた方は、イノシシ鍋やおやきを味わうことができ
ます。
　桜やカタクリの観賞と一緒に、「岩宿ムラ」で古代のくらし
を体験してみませんか？

　今年の活動では、北海道置
お け と

戸で「ストーンナイフ」とい

うサイトを運営している前田さんとの交流を行ったり、博

物館の体験学

習教室での石

器作りの指導

員を務めたり

しました。前

田さんが作っ

た石器も展示

しています。

石器作りサークル

土器作りサークル

古代料理研究会

民俗伝承研究会

石器の展示に見入るお客さん
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最近の行事から～

カシャッと一句！

フォト５７５７７

マンモスと
展示室で聴くコンサート ←

→ コーヒー、ワインとお話付きで

黒耀石　肉切る体験レストラン
プレＤＣの　古代料理で

１０月は　公民館で　文化祭
展示ブースは千客万来！

北関東の　旧石器文化を討論する
マニアが集う　岩宿フォーラム

古代米　わらをよってしめ飾り
赤米・黒米　餅つき体験

文化祭　古代料理の模擬店は
あんぴん、はす茶に　天ぷらうどん

パンを焼く　秋に拾ったドングリで
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　衣食住といえば、生活の最も基本となることで

あるが、岩宿遺跡に人々が生活した数万年前のこ

ととなると、ほとんど何もわかっていないという

のが、本当のところであろう。家はテントのよう

なもので、衣服は毛皮でと説明するものの、実際

のところは、想像に任せているといえるだろう。

食についても、焼け石がまとまった「礫
れき

群
ぐん

」が発

見されると、当時の料理の跡と説明している。

　ところで、本年は来年のデスティネーション・

キャンペーン（ＤＣ：群馬県の大型観光キャンペ

ーン）の前哨戦として、太古の料理をモチーフに

した古代料理を 300 人もの多くの方々に食べてい

ただいた。レストランというからには、内容も定

まったものと思われている方も多いかもしれない。

しかし、この料理は、やや大げさに言えば、携わ

っておられる古代料理研究会の面々の努力と博物

館開館以来の歴史とによってできたもので、その

内容も日々変化している。例えば石蒸し料理は、

遺跡から発見される ｢礫群 ｣ が、実際どのように

使われて料理が作られるのかということがその主

題となっている。開館の翌年 1995 年に初めて行

われた夏の体験学習「岩宿人にチャレン

ジしよう」では、焼けた石の上で牛肉を

焼くという「焼肉式」のものであったが、

2年後には、民族例などから石蒸し料理

の跡ではないかとされたため、鳥肉の石

蒸し料理に変更された。その後、1999 年

には、肉を包むのにアルミ箔では味気な

いので、この地域で手に入る大きな木の

葉、ホウの葉を使うようになった。さら

に、2005 年には、料理の安全性とともに、

岩宿時代には野牛がいたので牛の方がよ

り時代にマッチしているということから、

牛肉が使用されるようになった。イノシ

シ鍋は、数年の試行錯誤の後、10年くら

い前にある程度の形が出来上がり、その

後は使用する味噌や野菜を季節によって

変えるなどのバリエーションが生まれている。

　このように、古代料理は博物館が行ってきた体

験学習での食事のメニューが基礎となっているが、

本格的なコース料理の形に高められたのは、その

料理を考案し実際に作り上げた古代料理研究会会

員のたゆまぬ努力の賜物である。会員があちこち

に出かけて料理を食べ歩き、遠方から食材を取り

寄せて料理してきた活動の成果なのである。それ

らの料理には、岩宿時代をはじめとした太古の時

代に使われた食材、それも国産の材料がふんだん

に使われている。それでも、現在の古代料理が、

まだ太古の料理を忠実に再現できていないことは、

当の研究会員がよく承知していることである。岩

宿時代のことは多くが謎であり、その謎の深さに

常に挑んで新たな料理のレパートリーを広げる楽

しさが、きっとその活動の原動力となっているの

であろう。私自身は、新メニューの試食会が楽し

みになっているが、皆様にも、そのような古代料

理の味とともにその歴史の深みを、ぜひじっくり

と味わってもらいたいと思っている。

（小菅　将夫）

古代料理の味わい
ストーンエッセイ⑭

古代料理（夏のメニュー）
　　　左上：石蒸し料理　　右上：サケの燻製とエゴマの和え物
　　　中央：古代米のスイーツ　　中央右：ドングリコーヒー
　　　左下：古代米のおにぎり（黒米・赤米）　　右下：イノシシ鍋



《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

（祝日と重なる場合は翌日）

年末年始（12月28日～1月4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

S 催し物

岩　宿　時　代　通　信

chedule 2011 年１月〜３月chedule 2011 年１月〜３月

2010 年 12 月 28 日（火）～１月４日（火）年末年始休館日
　８日（土）岩宿探検隊「土器づくり」「土器焼き」受付開始（９：00 ～）

　９日（日）古代料理体験（要予約）

16 日（日）友の会展示終了
　　　　　　大人向け体験学習「土器づくり」（10：00 ～ 15：00）

29 日（土）岩宿探検隊「石器づくり」受付開始（９：00 ～）

　　　　　　第51回企画展「みどり市ゆかりの考古学者」開始

　　　　　　14：00 ～展示解説会

　　　　　　岩宿探検隊「土器づくり」（９：30 ～ 12：00）

　６日（日）郷土史講座①
12 日（土）第51回企画展展示解説会（14：00 ～）

13 日（日）古代料理体験（要予約）

19 日（土）岩宿探検隊「石器づくり」（10：00 ～ 12：00）

　　　　　　岩宿探検隊「まが玉づくり」受付開始（９：00 ～）

20 日（日）郷土史講座②
26 日（土）第51回企画展展示解説会（14：00 ～）

27 日（日）郷土史講座③

　６日（日）第51回企画展最終日
　　　　　　郷土史講座④史跡見学会

　　　　　　古代料理体験（要予約）

12 日（土）岩宿探検隊「まが玉づくり」（10：00 ～ 12：00）

19 日（土）みどり市内体験学習作品展「岩宿人になろう」（～４/17）

27 日（日）岩宿ムラまつり、カタクリさくらまつり
　　　　　　岩宿探検隊・大人向け体験学習「土器焼き」

４月上旬　　岩宿の里米っこクラブ募集開始（５月上旬開講予定）

１月

３月

２月

友の会会員募集

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　企画展の図録が割引価格で購入できます。

　⑤　友の会主催の事業に参加できます。

　⑥　博物館だより『Origin ～オリジン～』を年３回お届けします。

　⑦　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　岩宿博物館内友の会事務局 
　〒 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

ボランティア大募集！
　石器作り、土器作り、古代料理、展示解説など、博物館行事や

体験学習を、一緒に経験してみませんか。ボランティアを募集し

ます。博物館までお気軽にお問い合わせください。

　『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。

〒 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。
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