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◆開館 20 周年◆
　岩宿博物館は、平成 4 年 10 月に笠懸野岩宿文化資料館として開館
しました。多くの方々に支えられ、今年「20 歳」を迎えます。
　表紙は、大正・昭和・現在の鹿の川沼の風景です。
　時代が変わっても、岩宿に集う「ひととのつながり」を大切に、地域
の博物館を目指します。

平成24年春、鹿の川沼の桜満開

大正期につくられた写真絵はがき昭和24年頃、岩宿遺跡発掘当時



　岩宿時代の終わりころ、日本列島には細石器文

化が発達していました。細石器は長さ２〜４㎝、

幅 0.5 〜 1㎝の小さな石器で、骨や鹿角で作られ

た軸（植刃器）に埋め込まれて使用されていまし

た。東日本では、より北方から流入してきた「湧

別技法」による技術によって細石刃が作られる石

器群が多く発見されています。それらの石材には、

関東地方で発見されるものでも東北地方の日本海

側に産する硬質頁岩が使われており、大きな人の

移動が背景にあったと考えられています。今回の

展示では、縄文時代直前の東日本の石器作りをみ

る中で、この地域の文化や人の動きを浮き彫りに

します。

展示解説講座　10月14日（日）　午前 10:30 から

展示解説会　10月20・27日、11月10・24 日

（各土曜日午後 2時から）

　

　みどり市の林業史を概観します。みどり市の面

積の大部分は山林がしめており、江戸時代の昔か

ら山稼ぎをなりわいとしてきました。木材として

の利用はもちろん、炭焼きも盛んに行われていま

した。この企画展では、山稼ぎ（木こり・炭焼き等）

の盛衰、明治以降の林業の発展と足尾銅山の煙害、

山仕事にまつわる民俗・信仰など山と人々の生活

の関わりに焦点をあてた展示を企画しています。

展示解説会　2 月 2・9・23 日　

（各土曜日午後 2時から）
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開館20周年記念 第54回企画展

第55回企画展

　　　　　　　　　　　岩宿博物館

館長　小菅将夫

　本年岩宿博物館は、早いもので 20周年を迎えま

す。

　この間、岩宿遺跡発掘 50周年や 60周年の記念

行事をはじめとして、徐々にではありますが、活動

の幅を広げてまいりました。特に体験学習事業では、

主催事業のほか、学校からの要請による受入体験学

習教室も盛んに行われるようになりました。歴代の

館長や職員の努力もさることながら、友の会や地元

の方々、全国の研究者や愛好家などの多くの方々に

支えられて、これらの事業が実施できたと考えてい

ます。この 20年間の博物館活動がほぼ順調に開催

できましたのも、これら多くの方々のご協力の賜物

と、ここに改めて感謝の意を表したいと思います。

　さて、昨年は未曾有の大震災に見舞われ、その影

響のためか来館者も減少してしまいました。本年度

の活動の中では、震災のあった東日本に目を向け、

歴史的な視点によってこの地域の文化や社会を問い

直そうと考えています。岩宿大学では、公開講座と

して地震考古学を学び、何度となく大地震を経験し

つつも、太古の時代から営々と歴史が展開されてき

た、東日本の岩宿時代から縄文時代をみていきま

す。秋の企画展や岩宿フォーラムでは、ダイナミッ

クな展開をみせるこの地域の細石刃文化を取り上げ

ます。

　また、昨年度人気のありました古文書講座を早々

に再開し、郷土史講座ではみどり市の近代をテーマ

として開催します。これらの講座では、地元の方々

とともにみどり市の歴史を掘り起こしていきたいと

考えています。

　岩宿博物館開館 20周年の記念の年ではあります

が、財政状況から派手な行事は予定されておりませ

ん。しかし、「岩宿時代の情報発信基地」となり、

また「地元に根差した博物館」として活動すること

を、開館以来変わらぬ目標として掲げ、末永く着実

に、また発展的な活動を今後も推し進めることを誓

い、20年目のごあいさつといたします。

岩宿博物館開館
20周年を迎えて

「山の恵みー山稼ぎと
　　　　　　林業・製材―」
平成25年2月2日（土）〜3月10日（日）

『人が動く、時代も動く
―東日本の細石器文化を追う―』
10月6日（土）〜11月25日（日）

無料開館：5月18日（金）〈国際博物館の日〉
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夏休み子ども向け展示

第16回友の会展示

みどり市内体験学習作品展

阿左美遺跡　戦国時代の鍛冶跡

『みどり市の歴史と文化財』
　4月28日（土）〜7月16日（月・祝）

『岩宿人のくらしをさぐる』
　7月29日（日）〜9月17日（月・祝）

『岩宿博物館 20 周年・サークル活動展 2012』
　12月2日（日）〜平成25年1月20日（日）

『岩宿人になろう』　平成25年3月16日（土）〜4月14日（日）

春季展示

阿左美遺跡出土遺物

「岩宿人のくらしをさぐる」展示風景

「上州浅見住　一心子秀命作」刀剣公開期間
4月28 日（土）〜5月27日（日）

　みどり市誕生から丸 6年。南北に長い地形のみどり市

には、約 3万年前からの長い歴史が残っています。岩宿

時代から現代に至るまでの様々な文化財を通して、みどり

市の歴史を概観します。

　春季の恒例展示となっていますが、今年は新たに昨年

10月に発見された阿左美遺跡の遺物を加えて展示します。

　平成 23年 10 月に行われた阿左美遺跡の発掘

調査で、16世紀の鍛冶跡が見つかりました。遺

跡からは、フイゴの羽口や鍛冶をしたときにで

きる鉄くずのほか、鉄の矢じりや刀用の砥石が

出土したことから、戦国時代からこの地で刀鍛

冶を行っていたと伝えられる「阿佐美刀匠群」

と関係する可能性が出てきました。

　阿佐美刀匠群は、戦国時代に越後から移住し

たと思われる一族が、笠懸町阿左美の地で刀を

作ったと刀剣の鑑定者の間で伝えられていまし

た。しかし、江戸時代末期の三代の刀鍛冶の作

例以外に確実なものがなく、「伝承のなかの存在」

という評価になりつつあったもので、この調査

で阿佐美刀匠群を改めて考えるきっかけとなり

ました。

　今回の展示では、10月の発掘調査で出土した

遺物のほかに、阿佐美刀匠の末「一心子」を号

する秀命作の刀も、期間限定で展示します。

　岩宿時代の人々はどのように生活していたのか、遺跡か

ら出土した石器やこれまでの研究成果から当時のくらし

をさぐります。“体験型展示”で、石器を使ったり、毛皮

の衣服の試着もできます。岩宿時代の環境、石器の作り方・

使い方、衣食住を学習してみましょう。「岩宿人検定クイ

ズ」も実施しており、全問正解すると、体験グッズのプレ

ゼントがあるかも！？

　本年度に市内の小中学校・幼稚園・保育園の子どもたちが体験学習や総合学習で学んだ記録や作品を紹介します。

　岩宿博物館友の会は、学習や体験を通して考古学に対する知識を深めるとともに岩宿博物館の活動を支援することを目的

に発足した組織です。石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の４つのサークルがあり、1年の活動の成果を展

示します。また、開館 20周年記念展示も併せて開催します。

臨時休館：6月26日（火）〜 28日（木）〈燻蒸消毒期間のため〉
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テーマ：『東日本の石器文化』
第 1 講　20 周年記念公開講座・開講式　6 月 10 日（日）

　「巨大地震と考古学」
　　　寒川 旭 氏（産業技術総合研究所客員研究員）
　「赤城山麓で起こった大地震」
　　　加部 二生 氏（桐生市教育委員会）
●時間　午後１時から

●会場　笠懸公民館交流ホール

●定員　100人（定員を超えた場合は先着順）

※公開講座のみ受講希望の場合は、電話で岩宿博物館へ

申込み

※第 1講のみの受講は無料　

第 2 講　7 月 1 日（日）　

　「石刃技法と東日本の石器文化」　
　　藤原 妃敏 氏（福島県立博物館学芸員）

第 3 講　9 月 9 日（日）

　「南下した細石刃集団」　
　　鹿又 喜隆 氏（東北大学大学院准教授）

第 4 講　10 月 14 日（日）

　「貝塚からみた縄文文化」　
　　堀越 正行 氏（元市立市川考古博物館館長）

＊第 54 回企画展展示解説講座と同日開催

第 5 講　閉講式　12 月 2 日（日）

　「東日本の縄文文化」　
　　小林 達雄 氏（國學院大學名誉教授）

　本年度の岩宿大学は、20年目を迎え『東日本の石器文化』

というテーマで開催いたします。昨年の東日本大震災は

大変な惨事となってしまいましたが、この地域では 3万

5千年間に同様な大惨事に幾度となく襲われてきたと考え

られています。しかし、岩宿時代と縄文時代とを合わせた

日本の石器時代では、日本列島東部である東日本で多くの

遺跡が発見されており、石器文化が大いに発達していたと

考えられます。今回学ぶ「東日本」の人々は、今回の様な

大災害を受けながらも見事な文化を育んできたことがわ

かります。20周年として著名な研究者を講師陣にお迎え

し、苦難を乗り越えて歴史の基礎を築いた東日本の石器文

化を皆様とともに学びたいと思います。

　また、第１講は開館 20周年記念事業として公開講座と

し、「地震考古学」の視点から大震災を多くの方と考える

機会を用意いたしました。

受講生募集要項
●時間　午後１時 30分から

●会場　岩宿博物館　講座室

●定員　60名（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

●受講料

　①通年受講　一般：5,000円、みどり市内在住の一般

　　3,500円、友の会会員2,500円

　②単独受講　各講義とも1,000円

●申込方法

　住所、氏名、年齢、電話番号、友の会会員であるかどうか、

受講形態（通年受講か単独受講か〔単独受講の場合受講し

たい講座名を明記〕）をご記入の上、はがき、ファックス、

Ｅメールにてお申し込みください。博物館窓口、電話での

受付も行います。

●申込期限　5月27日（日）（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。

岩宿大学とは？
　岩宿大学は、｢質の高い研究の内容を、誰もが理解でき

る優しい言葉で語り、みんなが好きになる考古学を創りだ

す｣ という建学の精神に基づき開催しています。テーマに

そって全５講を開講していますが、一つの講義だけでも受

講できます。

　ぐんま県民カレッジ連携講座です。

赤城山麓の地震でできた地割れ

細石刃集団がもたらした石器（八ヶ入遺跡）

２０１２　

岩宿大学受講生募集
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　平成 23年度に続き、2回目の開催となる「初心者のための古文書講座」を開催します。前年度は、1

月から 3月にかけて、全 7回の講座を開催しました。冬の寒い時期ではありましたが、参加率が低下す

ることもなく、多くの方々に熱心に受講していただきました。今年度は、岩宿遺跡周辺のみどりも一層

濃くなる初夏の時期に開催します。内容は、変わらず初心者の方を対象とした入門編ですので、昨年受

講されていない方も安心してお申込み下さい。みどり市に関係のある江戸時代の古文書を中心に、歴史

資料としての読み方の基本も学習していきます。

初代戸沢館長のご逝去を悼む
　
　今から 20年前、博物館開館時に館長であった戸沢充則先生が、4月 9

日に亡くなられました。先生は、岩宿時代及び縄文時代の研究者として

常に日本の考古学界をリードされてきたことはご存知のことと思います。

岩宿博物館では、岩宿大学、岩宿フォーラムなどの多くの基本事業の策

定や実施にあたられました。その目指すところは「岩宿大学建学の精神」

や常設展示の序文である「岩宿時代に向けて」などに示されています。

岩宿博物館が本年、開館 20周年を迎えられるのも、開館当時の方針に則って活動を展開して

きたからといっても良いでしょう。先生にご指導を仰ぐことができなくなったことは、誠に悲

しく残念でなりません。ここに深く哀悼の意を表してご冥福をお祈りいたします。

　江戸時代の基本的土地台帳で、農民が年貢

を納める時の基礎となる台帳でした。小字・

田畑の等級・面積・請負人名などが記されて

います。

　現在の住民基本台帳に相当します。一家族

ごとに記され、名前・戸主との続柄・年齢や

所属寺院を記したものが基本ですが、様式は

多種多様にあります。

　帳簿仕立てでない一枚ものの文書の総称で

す。紙を一枚紙のまま使う場合を一紙文書、

とじ合わせて使用する場合を冊子と区別しま

す。

【開催日時】5 月 22日から 7月 10日の毎火曜日

　　　　　 午後 7時から 9時（6月 26日を除く）

【受 講 料】500 円（資料代として徴収いたします。）

【募集人数】35 名

【申 込 み】5 月 2日 ( 水 ) より受付開始。博物館へ	

	 　　直接電話でお申し込みください。

【会　　場】岩宿博物館講座室

【講　　師】当館学芸員

古文書講座　受講生募集初心者のための

回 月　日 内　容

1 5 月 22 日 古文書の形式と読み方の基礎

2 5 月 29 日 数字と単位を覚えよう

3 6 月　5 日 人名を覚えよう

4 6 月 12 日 近世文書の言い回しを覚えよう

5 6 月 19 日 検地帳を読もう

6 7 月　3 日 人別帳を読もう

7 7 月 10 日 一紙文書を読もう
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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－

「岩宿人にチャレンジしよう！」

岩宿探検隊 大人向け体験学習講座

2012 年度上半期

体験学習のご案内

　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　 4月21日（土）サトイモの種植え
第２回　 4月28日（土）古代米種まき、開校式
第３回　 6月2日（土）古代米田植え
第４回　 7月21日（土）古代米水田の雑草とり、かかし作り
第５回　10 月6 日（土）稲刈り、はぜ掛け
第６回　10月13日（土）古代米脱穀　
第７回　11月11日（日）古代米でもちつき（岩宿ムラ収穫まつり）
第８回　11月17日（土）サトイモの収穫
第９回　12月8日（土）収穫物を食べよう、しめ縄作り、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）

化石を探そう！
　桐生市梅田町の山中で化石を探
します。恐竜よりも古い、2 億 5
千万年前の古生代の化石を見つけ
ましょう。運が良ければ三葉虫が発見できるかも！ちょっ
と山登りをします。
【日　時】7 月 14 日（土）午前 9 時～午後 2 時
【対　象】小学校 4 年生以上
【参加費】200 円
【定　員】30 名（定員を超えた場合は抽選）
【申込み】6 月 23 日（土）午前 9 時から電話受付

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。
6 月 17日（日）　石器作り①
9月 16日（日）　石器作り②
【時　間】午前 10 時～ 12 時
【対　象】中学生以上
【定　員】各 25 名
【申込み】①は 5月27日（日）、②は 8月26日（日）からど
　　　　 ちらも午前 9 時から電話受付

　何万年も昔に活躍した「岩宿人」になって、どんな暮らしをしていたの
か体験してみませんか？
　岩宿人はどんな道具を作り、使い、どんな料理を食べていたのでしょう
か。ぜひ参加して確かめてみてください。宿泊コースは、展示室のマンモ
スと一緒に寝るという特典付きです。

8 月 3日（金）　日帰りコース
8月 4日（土）～ 5日（日）　宿泊コース 1泊 2日
【主な内容】石器を作る（石ヤリ、石のナイフ）　
　　　　　　石器を使う（ヤリを投げる、ナイフで肉を切る等）
　　　　　 石蒸し料理を作る・食べる
※雨天の場合は、内容が変更になることがあります。
【対　象】小学生以上（3 年生以下は保護者同伴参加）
【参加費】日帰りコース 2,000 円、宿泊コース 3,000 円
【定　員】各 30 名（定員を超えた場合は先着順）
【申込み】7 月 1 日（日）午前 9 時から受付。希望コース、氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者名を次の
　　　 　いずれかの方法でお申込み下さい。〔電話・E メール・博物館窓口〕

【参加費】1,500 円（全回通し、保険料や材料費、資料代　
　　　　　を含みます）
【申込み】途中からでも参加できます。博物館までお電話　
　　　　　ください。
【会　場】岩宿の里　古代の里公園
※田植えと稲刈りのみの参加も受け付けます。
　博物館までお問い合わせください。

ナイトミュージアム　マンモスを見上げて就寝

昨年度の田植えの様子
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笠懸東小学校　展示の様子 「岩宿カルタ」の“あ”　　

七夕サロンコンサート
♪ 7月 7日（土）午後 7時開演
　七夕の夜に聴く、博物館展示室でのコンサー

ト。当館は天井が高いため、教会のような独特

の響きが楽しめます。マンモスの全身骨格をバッ

クに、ひと味違ったコンサートをお送りします。

演奏者　ソプラノ　永井隆子

　　　　テノール　田村稔

　　　　ピアノ　　田村聡子

入場料　2,000 円

（チケットは、岩宿博物館で販売します。）

史跡見学会
「大学博物館めぐり」
7 月 15日（日）
場　所：明治大学博物館、東京大学総合研究博

　　　　物館、江戸東京博物館（予定）

参加費：1,200 円（一般）1,000 円（友の会）

　　　　※昼食代は別途徴収します。

申込み：5 月 13 日（日）から電話受付

　　　　（先着 30 名）

　平成 24 年 3 月 17 日から 4 月 15 日まで、みどり市内の幼稚園、保育園の園児が体験学習でつくった土器や、

小中学校の社会科や総合的な学習の時間などで学習した成果、体験学習で製作した石器・土器を展示しました。そ

の一部をご紹介します。

　黒耀石のナイフで肉を切り、石蒸し料理をつくります。太古の

料理をモチーフにした古代料理８品のフルコースを堪能できます。

7 月～ 9月の毎日曜日（7/15、8/5 を除く）
参加費：一般 3,500 円、高校生 3,400 円、小中学生 3,350 円

申込み：3 日前の木曜日までに電話で岩宿博物館へ

定　員：30 名（最少催行人数 10 名）

笠懸東小学校 6年生

　縄文土器づくりでは、焚き火の中で土器を焼き上げ

るため、熱に耐えられるように特別に配合した粘土を

使用します。通常は、当館で準備した粘土で土器を作

りますが、笠懸東小学校では土の計量から粘土練りま

で児童が体験し、縄文土器を土からつくりあげます。

校庭で野焼きをして完成させ、授業参観日には土器で

ご飯を炊いて親子で試食しました。

最近の行事から
みどり市内体験学習作品展 ｢岩宿人になろう｣

岩宿の里　古代料理レストラン

笠懸小学校 3年生

　市内の小学校では、低学年からいろいろな授業のな

かで岩宿について学習しています。そのなかで、笠懸

小学校の 3 年生は岩宿遺跡や当館を調べ、「岩宿博物

館プロデュース大作戦」と題して、宣伝方法を考えま

した。ポスターやパンフレットのほかに、飛び出す絵

本やカードゲーム、カルタなど、ユニークな作品が並

びました。 

♪
♪



◇　　　　　　　　　 　　のご案内◇

voI.65

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。

〒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

　 2012 年 4 月 25 日発行（年３回発行）

　　　編集・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）

観　覧　料
個　人 団　体

一　般 300円 200円
高校生 200円 100円
小中学生 100円 50円

2012 年4月〜8月 Schedule 催し物

4月

5月

6月
8月

7月

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。

友の会会員にはこんな特典があります
　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。

15 日（日）「岩宿人になろう」展示終了
21 日（土）米っこクラブ「サトイモの種植え」
28 日（土）春季展示「みどり市の歴史と文化財」開始
 米っこクラブ「古代米種まき」

18 日（金）「国際博物館の日」無料観覧デー
22 日（火）古文書入門講座①
29 日（火）古文書入門講座②

 2 日（土）米っこクラブ「古代米田植え」
 5 日（火）古文書入門講座③
10 日（日）岩宿大学　開館 20 周年記念公開講座・開講式
12 日（火）古文書入門講座④   3 日（金）夏休み体験学習「岩宿人にチャレンジしよう」日帰りコース

  4 日（土）～ 5 日（日）「岩宿人にチャレンジしよう」宿泊コース

 1 日（日）岩宿大学第２講「石刃技法と東日本の石器文化」
 3 日（火）古文書入門講座⑥
 7 日（土）サロンコンサート
10 日（火）古文書入門講座⑦
14 日（土）岩宿探検隊「化石を探そう」
15 日（日）史跡見学会
16 日（月・祝）「みどり市の歴史と文化財」展示終了
21 日（土）米っこクラブ「古代米水田の雑草とり・かかし作り」
29 日（日）夏休み展示「岩宿人のくらしをさぐる」開始
　　　　　（～ 9 月 17 日）

17 日（日）大人向け体験学習講座「石器作り①」
19 日（火）古文書入門講座⑤
26 日（火）～ 28 日（木）燻蒸消毒のため臨時休館

　⑥　石器作り・土器作り・古代料理研究・民俗伝承研究の各サー

クル活動に参加できます。

　※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。

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世帯に１部とさせていた

だきます。

●お申し込み方法

　友の会事務局（岩宿博物館内）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

障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料




