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◆幻の展示◆

　新型コロナウイルスの影響は岩宿博物館にも。３月21日～４月12日まで、市内の保

育園児、幼稚園児ならびに小学生の作った土器の作品を展示する「岩宿人になろう」を

行う予定でした。しかし、３月２日から臨時休館状態が続いたため、作品をお借りして

あとは開館を待つだけでしたが、お見せすることなく終了してしまいました。

　一日も早く収束して、また皆さんに展示を見に来てもらえるようになりますように。

準備は万全に整っていました準備は万全に整っていました



ごあいさつ　

令和２年度　岩宿博物館の活動方針について　
　新型コロナウィルスが全世界で猛威を振るっています。罹患された皆様方の一日も早いご回復を祈念

いたしますとともに、対策に奔走されている関係者の皆様方に心から敬意を表します。また、心ならず

もお亡くなりになった皆様方におかれましては謹んでお悔やみ申し上げます。

　さて、岩宿博物館におきましても、３月から感染予防対策のため臨時休館を行っておりますが、開館

ができないまま、新年度を迎えることになりました。本年度の岩宿博物館は、開館業務や体験学習、学

術行事等の諸活動をいつから再開できるかという、未曾有の危機の中で始動することになりました。

　昨年度は、岩宿遺跡発掘 70周年を記念し、各種の特別展や催しが実施され、大勢の皆様方にご来館

いただき各種事業に参加・協力を賜り、まことにありがとうございました。

　本年度は、次のような事業を実施していく方針です。

　常設展示事業においては、昨年度から相澤忠洋記念館のご厚意によりお借りしている相澤資料を、常

設展示の導入部である「岩宿遺跡の発見」のコーナーで展示・紹介していきたいと考えております。

　また、相澤資料については、資料の整理作業を今年度から進めたいと考えております。日本の旧石器

時代（岩宿時代）研究の原点となった相澤忠洋さんの岩宿遺跡発見やその人となりが後世においても顕

彰され、その資料が、確実に次の世代に引き継がれるためには、こうした地道な作業が必要であるから

です。

　企画展については、春期の企画展『華開く！ぐんまの縄文文化』の展示を、５月末から開催できる運

びとなりました。群馬県が誇る縄文時代中期の土器が一堂に会しましたので、ぜひご覧いただければと

思います。秋期には、岩宿フォーラムと関連して日本の旧石器時代（岩宿時代）の前半期を特徴付ける

遺跡のあり方である「環状ブロック群」に焦点をあてた展示を行っていく計画です。また、冬季にはお

借りしております相澤資料を、皆様にご覧いただけるような展示を検討しております。

　博物館では、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、年度前半の事業の多くが中止となっており、

多くの方々にご心配をおかけしております。岩宿大学や岩宿フォーラムなど学術的な講座事業や、岩宿

探検隊、岩宿の里米っこクラブをはじめとする体験学習事業といった、多くの皆さんを会場に集めて行

う事業の実施については、事態の収束の状況を慎重に見極めながら、開催時期を先送りするなど、内容

や開催方法を変更して開催すべく、準備を進めてまいります。

　本来であれば、新館長として本年度の活動方針への意気込みを表明するごあいさつとするはずでした

が、冒頭にも触れましたとおり、大変な危機感の中での船出となりました。博物館の開館や事業の実施

にあたっては、多くの皆様方にご心配をおかけしておりますことおわび申し上げますとともに、職員一

同よい意味での緊張感を持って、以前にも増して楽しく学び、参加できる博物館となるよう努めてまい

る所存です。

　今後とも、岩宿博物館の運営や活動にご理解・ご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。

岩宿博物館　館長　萩谷　千明
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第71回企画展 『華開く！ぐんまの縄文文化』

三原田式の土器

　群馬県で最も多くの住居跡が発見された縄文時代の

巨大集落として有名な三原田遺跡からは、膨大な量の

土器や石器が発見されました。その土器の中に、土器

の上半部に立体的な円形の模様が連続し、土器を一周

しているものがあり、この遺跡を代表する土器とされ

ました。また、それらの中には、円形の模様が目と口

のように見えることから、「カッパ」の愛称で呼ばれ

ることがあります。それに類するあるいは文様として

関連性がある土器は、群馬の地域に根差した土器とし

て「三原田式土器」と呼ばれています。三原田式土器

は、口縁の下に立体的でＳ字を横にしたような模様の

ものがあり、それが立体的な円形の文様、「中空状突起」

へと発達していくといわれています。そして、より新

しくなると、中空状突起は退化して、丸い模様で構成

された突起が４か所につけられるようになります。

　縄文時代の土器のうち、中期中ごろから中期後半期は、最も装飾性豊かな時期です。新潟県の火焔型土器や

中部高地の土器など、本州中央部では有名な土器が多数発見され、世界的な評価が高いことはよく知られてい

ます。しかし、その近くにあって群馬県内の縄文土器が取り上げられることは少ないようです。

　実際には、群馬県内にも焼町土器や三原田式土器といった華やかな中期の縄文土器群が多数発見されていま

す。彫りが深く文様が際立っている焼町土器、円形にくりぬいた装飾を浮かせた中空突起で飾られた三原田類

型等の土器群が発見されています。また、それらを仲立ちするように東北地方の大木式土器の影響を受けた立

体的な装飾がなされた土器群が前橋市五代遺跡群からまとまって発見されています。

　この展示では、これまであまり取り上げられてこなかった、群馬県内出土の中期の縄文土器に焦点を当て、

そのすばらしさを全国にアピールします。

焼町土器

　焼町土器は、彫りが深く、文様が際立った土器であることが特徴で、文様が派手に見えます。しかし、その

土器の形、器形はバケツを長く引き伸ばしたような深鉢形の土器であり、その縁、口縁部は平らであることが

基本です。土器には、表面に粘土の紐を曲線的に貼り付け、それに沿うように線を描いて文様としています。

そのため、文様が強調されて、彫りが深く見えるのです。また、文様の区切りの部分には円形の粘土を２つ貼

り付けた「眼鏡状突起」がつけられますが、口縁に付けられた、二つの丸を付けた眼鏡状突起が徐々に発達し、

その 1つが正面を向く環状の装飾となり、時期を追って大きく、装飾的になっていくと考えられています。

五代遺跡群の土器

　遺跡群は、前橋市街の北東、赤城山の南麓やや西側の標高129〜 134メートルの台地上に立地しています。

この地域は工業団地の造成工事で発掘調査が行われ、多数の遺跡が発掘調査されました。この遺跡群からは、関

東地方西部や長野県を中心に広がる勝坂式土器、関東地方東部に分布する阿玉台式土器のほか、焼町土器も発見

されました。さらに粘土紐を使って、羽衣が舞うような躍動感あふれる特徴的な装飾がなされた土器が多数発見

されました。この特徴ある土器は、東北地方の土器の影響を受けて作られたと考えられています。これまで、あ

まり知られていない土器で、群馬県の赤城南麓から西麓を中心として短い時期に発達したと考えられます。

渋川市上三原田東峯遺跡で発見された焼町土器

前橋市五代遺跡群で発見された土器

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在臨時休館中ですが、博物館開館

　日より開催します。
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第72回企画展 2020 年 10月３日（土）〜11月23日（月・祝）

『岩宿時代の円形のムラ』
　岩宿時代の最初のころには、イエが円形に建ち並んでいたと考えられる「環状ブロック群」と呼ばれ

るムラの跡が発見されることがあります。この環状ブロック群は、岩宿時代最古のⅠ期で集中して発見

されることが知られています。また、遺跡が最も多く発掘されている関東地方のうち、北関東地方西部

と下総台地では多数の環状ブロック群が発見されています。近年発見された遺跡を中心に、資料を展示

し、これらの地域で繰り広げられた当時の生活やムラの様子に迫ります。

展示解説会　10月 10・24日、11月 14日（予定）　　（各土曜日午後２時から）

2020年度岩宿大学開催要項2020年度岩宿大学開催要項2020年度岩宿大学開催要項

　本年度は、コロナウイルス感染問題の関係で、開館の翌年から開催しております岩宿大学も大幅に縮小

して実施することとなりました。初めて受講される方、例年岩宿大学を受講されております皆様にも、ご

了解のほどお願いいたします。

　縮小して開催する岩宿大学ではありますが、本年は28年目を迎え、大学4年の周期の7回目を終了す

ることとなります。そこで、3回のみではありますが、通常5回の講座を凝縮して『先史時代研究のエッ

センス』というテーマで内容の濃い講座を開催することとなりました。講座の内容としましては、人類学、

岩宿（旧石器）時代、縄文時代におけるこれまでの研究を総括する講座とし、著名な一流の研究者に講義

をお願いすることとなりました。
　世界的に未曽有の事態ではありますが、本年度28年目を迎える岩宿大学では、回数は少なくとも、例年

にもまして内容の濃い講座を用意しましたので、ぜひ多くの方の参加いただきますようお願いいたします。

テーマ：『日本先史時代研究のエッセンス』

第 1 講　 開講式　10月25日（日）

『日本旧石器人研究の発展：人類進化を振り返りつつ』

　馬場 悠男　氏（国立科学博物館名誉研究員）

第 2 講　12月13日（日）　

『旧石器時代の研究方法と時代観』

　稲田　孝司　氏（岡山大学名誉教授）

第 3 講　 閉校式　令和3年1月24日（日）

『縄文時代研究の真髄』

　小林　達雄　氏（國學院大學名誉教授）

受講生募集要項

●募集人員　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

　単独受講のみ　各講義とも1,100円（市内在住・在勤

　者及び友の会会員は800円）

●応募方法

　住所・氏名・年齢・電話番号・友の会会員であるかどうか、

　をご記入の上、はがき、ファックス、Ｅメール、電話

　もしくは博物館窓口にて直接お申し込みください。

●応募締切　9月31日（金）（はがきによる当日消印有効）

●受講生の決定について　　はがきにて通知いたします。
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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−

　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 ５ 月 30 日（土）米っこクラブ開校式、古代米田植え

●第２回 ７ 月 11 日（土）古代米水田の雑草とり、かかし作り

●第３回 10 月 ３ 日（土）稲刈り、はぜ掛け

●第４回 10 月 17 日（土）古代米脱穀

●第５回 11 月 15 日（日）古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）

●第６回 11 月 21 日（土）サトイモの収穫

●第７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 回  300 円（保険料や材料費、資料代を含みます）

【申込み】博物館までお電話ください。

【会　場】岩宿の里　古代の里公園

※新型コロナウイルスにより開催できない場合も

　あります。博物館までお問い合わせください。

【古代米の会会員募集】
　米っこクラブの子どもたちと一緒に古代米を作ってくれるメンバーも募集してい

ます。農業やボランティアに興味のある方は、ぜひお申し込みください。

大人向け体験学習講座 石器作り
　黒耀石を加工して石ヤリを作ります。友の会石器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？

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況等により、予定は急に変更・中止になる可能性があります。

夏休み子ども向け展示

第24回友の会展示 みどり市内体験学習作品展

８月２日（日）〜９月22日（火・祝）

12月13日（日）〜令和３年１月20日（水） 令和３年３月20日（土）〜４月11日（日）

『岩宿人のくらしをさぐる』

『サークル活動展2020』 『岩宿人になろう』

【時　間】午前 10 時〜 12 時

【対　象】中学生以上

【参加費】520 円（材料費）

【定　員】各 25 人

【申込み】８月 28 日（金）

−午前９時から電話受付−

しめ縄作りの様子

稲刈りの様子

９月 20日（日）　石器作り９月 20日（日）　石器作り９月 20日（日）　石器作り
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「岩宿遺跡と群馬の考古学」「岩宿人になろう」紙上展

岩宿人になろう

　令和２年３月 21日〜４月 12日まで開催が予定されていた「岩宿人になろう」。その期間一度も博物館が開

くことなく、誰にもお見せできないまま終了してしまいました。

　市内の子どもたちの力作土器がずらりと並ぶ様子は見応えがあります。

製作の様子のパネルと共に土器作品を展示しました。

幼稚園児・保育園児も小さなお手て

で頑張って土器を作りました。

先生の作品も。どれか分かるかな？

ぎっしりと作品が詰まっています。

入り切るかハラハラしながら展示しました。

岩宿遺跡発掘70周年だったため、相澤忠洋さんの

資料と一緒に展示されていました。

個性豊かな力作が揃います
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岩宿遺跡と群馬の考古学

　１月の下旬から猛威を振るっている新型コロナウイルス。その影響により、会期半ばで中止となってしまっ

たり、「幻の展示」となってしまった展示をオリジン上で再現！展示を見れなかった方に少しでも臨場感が伝

われば嬉しいです。

　令和２年２月１日から、吉永小百合さんのCMで話題

となった前二子古墳や、華やかな透かし彫りの耳飾りで有

名な千網房戸遺跡をはじめとする、群馬の考古学史上重要

となる遺跡やそれに携わった研究者に関する展示がなされ

ていましたが、会期半ばで臨時休館となり、中止となって

しまいました。

　バラエティ豊かな土器や大型の土師器・須恵器、石器が

展示され、知的好奇心をくすぐる展示となっていました。

みどり市ゆかりの考古学者岩澤正作関連の資料が所狭しと並んでいます。

相澤さんの関わった遺跡コーナー。石器がたくさんですね。

金井東裏遺跡の「甲を来た古墳人」

レプリカもお目見えしていました。

あ！隠れハート形土偶を発見 !!

( もちろんレプリカです )

ケース越しではなく目の前に土器があるのはドキドキしますね。

こんなに大きな貝塚の標本にビックリ !!
群馬の近代考古学の歩み年表、

悠久の時を感じます。

※「岩宿遺跡と群馬の考古学」の図録は岩宿博物館にて販売しています。（1冊600円）
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※都合により変更になる可能性があります。

2020 年４月～８月2020年４月～８月 催し物

４月

５月

７月

８月

６月

　12日（日）「岩宿人になろう」展示終了

　29 日（水・祝）春季展示（第 71 回）

　　　　　　　「華開く！ぐんまの縄文文化」開始

　17日（日）国際博物館の日　無料観覧デー

　30 日（土）米っこクラブ「開校式・古代米田植え」

  ４日（土）第 71 回企画展展示解説会③

11 日（土）米っこクラブ「古代米水田の雑草とり・

　　　　　　かかし作り」

12 日（日）春季展示（第 71 回）

　　　　　　「華開く！ぐんまの縄文文化」展示終了

２日（日）夏休み子ども向け展示

　　　 　 「岩宿人のくらしをさぐる」開始（～９月 22 日）

　  ６日（土）第 71 回企画展展示解説会①

　20 日（土）第 71 回企画展展示解説会②

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。

　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・

　　　古文書の会の各サークル活動に参加できます。

　●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）

友の会会員にはこんな特典があります

年会費とお申し込み方法

　※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。

岩宿信号鹿信号

岩宿駅北口から徒歩でおよそ20分阿左美・岩宿信号

岩宿遺跡入口信号保健センター信号

みどり市役所笠懸庁舎

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）

至太田・浅草

至前橋・高崎

至高崎 至足利・水戸

至赤城

至桐生・小山

至太田・浅草至中央前橋

至西桐生

阿左美駅

岩宿駅

50

赤城駅

N

78

344

68

69

352

◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇

《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）

観　覧　料

区　分 個　人 団体（20 名様以上）

一　般 310 円 200 円

高校生 200 円 100 円

小中学生 100 円 50 円

※障害者手帳等をお持ちの方とその介護者 1 名は無料です

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

〒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　https://www.city.midori.gunma.jp/iwajuku/
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編集・発行

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況等により、

　予定は急に変更・中止になる可能性があります。


