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考古館の体験学習２ 

 

ゆとり教育が始まった当時、博物館館長会議で「地

元の博物館は、子供達には無料で見学させたらどう

か？」という話があった。民間の博物館は、大きなス

ポンサーがついていれば別だが、経営はどこもたいへ

ん。もちろん当館も例外ではなく、無料にはできない。 

ゆとりでできた時間をどう博物館に組み込むかと

いう議論がある中で、考古館では、小学生を対象とし

た体験教室を開くことを考えた。 

そこで、過去考古館で体験した子供達の写真や感想

文を沢山持って、市内の小学生が参加しやすくなるよ

うに助成のお願いに教育長を訪ねた。 

教育長は、興味深そうに写真や感想文を見ていたも

のの、助成の話になったら「体験なんてやって何が分

かる、芋掘りして農家の何が分かる。毎日毎日してい

る仕事をほんの数十分したからと言って何が分かる」

と言われた。 

私は、子供達が体験で喜々としている姿を目にして

いるので、残念に思った。 

ゆとり教育が始まると体験学習に来られる学校に

変化が見られた。 

ゆとり教育以前は、課外授業ということで、小学校

の 5、6年生が来館し、火打ち石や舞ギリを使用して

の火をおこしたり、粘土に紐を回転させて縄目模様を

つけたり、黒曜石で紙を切ったりした。他にも石臼で

米や豆を挽く粉ひき体験、一升瓶に米を入れて棒で突

く精米体験、機織り体験、また、保育の園児には着物

を着る体験（着物は幼稚園から中学生まで用意をして

いる）等を行っていた。当時、考古館にはボランティ

アが今より多人数で、彼女等が子供達に昔の道具の使

い方を指導していた。 

ゆとり教育が始まると授業時間が少なくなったた

めか、課外授業の時間が削減されたようで、考古館で

の見学や体験で訪れる学校が無くなった。 

しかし、ある時、赤堀南小学校の校長先生が「4年

生に体験と昔の道具を見せてほしい」と相談に来られ

た。そのとき「今の子はマッチが擦れない。マッチの

付け方を教えてほしい」と言われ、火おこし体験（ま

いぎり法、火打ち石、マッチ）、洗濯体験（たらい、

洗濯板、張り板）、かまど体験（ナタ、斧を使い、薪

を割り、芋を蒸かす）を行った。これが今日の考古館

で行う「昔の道具体験」のメニューになった。 

最近では、小学校 3年生が授業の一環として昔の道

具の見学と体験が定番となっている。洗濯体験（井戸

で手押しポンプ水を汲む、たらい、洗濯板、張り板）、

かまど体験（芋を蒸かす）、石臼体験（きな粉を作る）、

薬研体験（ゆかりを作る）、薪割り体験、着物体験（幼

稚園が着物を着る）等々を用意して体験の選択ができ

るようになっている。 

数十分の体験が子供達にどのように記憶されるか

分からないが、体験をしている子供達はみんな生き生

きとしている。石臼体験では、炒った大豆と挽きたて

のきな粉を食べ比べる。給食前というわけでもないが、

子供達はきな粉を「おいしい！」と言って競って食べ

る。 

室内で昔の道具の説明をするが、箱膳は「昔は湯飲

みのお茶で碗を洗って」仕舞うという話をすると子供

達は「汚い」という。 

今は、レバーの操作で簡単に水もお湯も出る。スイ

ッチ一つで部屋が明るくなったり暖かくなったりす

る。労力を使うことなく、手を使うことなく何でも簡

単にできてしまう。食器を洗う水を用意することが大

変だということが、今の子供達には想像が出来ない。 

大きな災害が起こると必ず水の騒ぎになる。昨年 5

月、史蹟会で群馬県埋蔵文化事業団を訪れた際、

「1200 年前に赤城山南山麓で大きな地震があった」

と伺い、発見された断層や噴砂、地割れの写真を見た。

地震災害がないと思っていた群馬県に大きな地震が

あったことに驚かされた。 

もし災害が起きたとき、蛇口から水が出なかった

ら？明りがなかったら？どうするのか。もし災害にあ

った場合、「水」と「火」は確保しなければならない

最低限に必要なものである。しかし、どうやってその

「水」や「火」を手に入れるのか。各地区でガシャポ

ンの井戸の場所くらいは知っていた方が良いだろう、

マッチや蝋燭の用意くらいはしておいた方が良いだ

ろう。 

体験学習に対しての考え方は諸々あるだろうが、物

事は知らないよりは知っていた方が良いし、やらない

よりはやった方が良いと思う。子供達が多くを見て体

験し、その経験が何に役立つかは分からないが、何か

あった時の最低限の知識や経験を持っていても生き

ていく上では邪魔にはならないと思う。 

（ｍ） 
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= = =  受 贈 図 書  ＝ ＝ ＝ 

 御寄贈ありがとうございました。   （敬称略） 

 

はにわ 青月社 

掘りだされた足利の歴史 68 集 足利市教育委員会 

宝物館だより 210～214 号 熱田神宮宝物館 

市内遺跡 3 伊勢崎市教育委員会 

平成 2526 年度市内遺跡確認調査報告

書 伊勢崎市教育委員会 

市川考古博物館報 43 市立市川考古博物館 

Orijin 76～78 岩宿博物館 

群馬の戦国時代 岩宿博物館 

石器制作技術 岩宿博物館 

二上山麓の考古学 岩宿博物館 

平成 27 年度年報 岩宿博物館 

相場観音経塚発掘調査報告書 太田市教委 

太田市内遺跡 11 太田市教委 

太田市の文化財 太田市教委 

オクマン古墳 太田市教委 

紀要 太田市教委 

塚廻り古墳群 太田市教委 

文化財だより 14 太田市教委 

貝塚博物館紀要 加曾利貝塚博物館 

前方後円墳が消えるころ 観音塚考古資料館 

中学生の音楽 2・3 下 教育芸術社 

あるむぜお 115～118 府中市郷土の森博物館 

京都府埋蔵文化財情報 128～129 号 京都府埋文センター 

書陵部紀要 67 号 宮内庁書陵部 

館報 28 熊本博物館 

史跡上野国分寺跡 第 2 期概報 群馬県教育委員会 

近代美術館年報 26 年度 群馬県立近代美術館 

美術館ニュース 165  群馬県立近代美術館 

Rekihaku 特集 1～3 群馬県立歴史博物館 

紀要 37 号 群馬県立歴史博物館 

磯部城  611 集 群馬県埋文調査事業団 

今宮遺跡   620 集 群馬県埋文調査事業団 

尾坂遺跡（2）      618 集 群馬県埋文調査事業団 

研究紀要 34 群馬県埋文調査事業団 

山王・芝遺跡群     615 集 群馬県埋文調査事業団 

下之宮高侭遺跡    619 集 群馬県埋文調査事業団 

富田新井遺跡    610 集 群馬県埋文調査事業団 

南玉二丁目遺跡    616 集 群馬県埋文調査事業団 

年報 35 群馬県埋文調査事業団 

林中原Ⅱ遺跡（1）    617 集 群馬県埋文調査事業団 

深沢 B 支群        609 集 群馬県埋文調査事業団 

福島味噌袋遺跡    612 集 群馬県埋文調査事業団 

埋文群馬 61 群馬県埋文調査事業団 

南玉梅堀遺跡      614 集 群馬県埋文調査事業団 

宮久保遺跡       613 集 群馬県埋文調査事業団 

天神前Ⅱ遺跡 毛野考古学研究所 

博物館学紀要 40 集 國學院大學博物館学研究室 

要覧 国立歴史民俗博物館 

かわはく 54～56 号 埼玉県立川の博物館 

紀要 61 埼玉県立川の博物館 

紀要 10 埼玉県立歴民博 

THE A MUSEUM  30～32 埼玉県立歴民博 

高麗郡 1300 年 埼玉県立歴民博 

徳川家康 埼玉県立歴民博 

平成 28 年度要覧 埼玉県立歴民博 

万年筆の生活誌 埼玉県立歴民博 

館報 21 静岡市立登呂博物館 

登呂博物館館報 22 静岡市立登呂博物館 

芝山町 60 年発掘調査のあゆみ 芝山町立はにわ博 

芝山町内遺跡発掘調査報告書 芝山町教育委員会 

舟塚古墳群 芝山町教育委員会 

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告 5 下仁田町教委 

鷹栖遺跡４ スナガ環境測設（株） 

南原遺跡 12 スナガ環境測設（株） 

館林市内遺跡発掘調査報告書 館林市教育委員会 

泉屋井田家の古文書から 玉村町歴史資料館 

玉村町の環濠屋敷と城館 玉村町歴史資料館 

ホトトギスと村上鬼城の世界 土屋文明資料館 

博物館ニュース 735～739 号 東京国立博物館 

博物館学年報 同志社大学 

東武博物館だより 140～145 東武博物館 

博物館だより 7 中之条町歴民博 

伊勢町八田家所蔵品調査報告 長野市立博物館 

海津城の主たち 長野市立博物館 

紀要 17 号 人文系 長野市立博物館 

成田山文化財団年報  第 7 号 成田山文化財団 

新潟市牡丹山諏訪神社古墳 新潟大学 

美術 2・3 上 日本文教出版 

世界遺産年報 2016 日本ユネスコ協会連盟 

染谷亮作と川間村 野田市郷土博物館 

年報・紀要 2014 年度 野田市郷土博物館 

群馬の歴史遺産 近現代 発掘活用発信実行委員会 

群馬の歴史遺産 古代 発掘活用発信実行委員会 

群馬の歴史遺産 古代 発掘活用発信実行委員会 

群馬の歴史遺産 中世 発掘活用発信実行委員会 

群馬の歴史遺産平成 24 年度 発掘活用発信実行委員会 
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岩櫃城跡 東吾妻町教委 

下郷古墳群 71 号墳 東吾妻町教委 

彦根城博物館だより 112～115 号 彦根城博物館 

平塚博物館年報 39 平塚市博物館 

レンズが見たひらつか 平塚市博物館 

平成 26 年度県内遺跡発掘調査報告書 県教委文化財保護課 

前橋文学館報 No43 前橋文学館 

 

【2016 年の行事報告】 

 

○展示および茶会と投扇興 

 

展示：「五月人形」 

期間：4 月 26日（火） 

～5 月 15日（月） 

時間：9時 30分～ 

16時 30分 

（入館は 16時迄） 

休館：月曜日 

 

 

 

 

春の茶会 

期日：5 月 8日（日） 

時間：10時～15時 

会場：茶室「觴華庵」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕茶会 （夕暮れから夜に架かり綺麗です） 

期日： 

7 月 16日（土） 

時間： 

17 時 30 分～21

時 

会場： 

茶室「觴華庵」 

石山南古墳群 山下工業 

支援企画展 陸前高田市立博物館 

MUSEION 立教大学学校・社会教育講座 

大谷戸遺跡 歴史工房まほろば 

西太田遺跡４ 歴史工房まほろば 

もう一度学ぶ日本史 育鳳社 

 

 

第四回群馬県投扇興大会 

期日：9 月 25日（日） 

時間： 

10時 30分～ 受付、練習 

11時～   開会式 

11時 30分～個人予選 

14時～   団体戦、 

個人戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

源氏を読む会（主催＝紫の会） 

「初音」 

期日：10 月 30日（日） 

時間：13時 30分～ 

会場：茶室「觴華庵」 
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展示：「M 氏コレクション Collector～書画軸・短冊・

扇面～」 

期間：10 月 25日（火） 

～11 月 20日（日） 

時間：9時 30分～ 

16時 30分 

（入館は 16時迄） 

休館：月曜日 

 

 

 

秋の茶会と茶筅供養 

期日：11 月 13日（日） 

時間：10時～15時 

会場：茶室「觴華庵」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕ざり茶会 

期日：12 月 3日（土）、12 月 10日（土） 

時間：16時 00分～、18時 00分～ 各 8 名 

 

除夜釜 

期日：2015年 12 月 31日（木）20：00～ 

2016年 1 月 1日（金）1時 30分 

会場：茶会 茶室觴華庵 

投扇興 母屋書院の間 

 

 

 

 

 2016 年度ことはに塾  

第 1回  6 月 19日（日） 

 演題：「歌舞伎 18 番（3）」 

 講師：古典芸能解説者 酒井孝子先生 

 

 

第 2回  9 月 17日（日） 

 演題：「長吏・非人の番人役と芸能者・宗教者との

関わりについて」 

 講師：群馬県部落史研究会 大熊哲雄先生 

 内容： 

  一．上州境町番人（長吏）惣七から 

  二．長吏・非人の勧進と芸能者・民間宗教者に対

する「検問・統制権」 

 

第 3回  11 月 26日（日） 

 演題：「「茶碗抄」茶の器入門 － 茶碗その人と作品

を楽しむ －」 

 講師：齋藤よしな先生 

 内容： 

一．茶碗の定義 二．小山富士夫、荒川豊蔵、西

岡小十唐津茶碗との拘わり 三．備前焼 四．志

野焼 五．清水卯一 六．原清 

 

 

   2016（平成 28）年度友の会  

2016（平成 28）年度会費納入者（敬称略） 

《賛助会員》黒埼栄一、臂友幸、瀬下実雄、豊田武

久、堀越芳春、堀地和子、美原樹、酒井高子 

《一般会員》小川英幸、稲葉雅子、原山義子、児島

愛子、大谷路子、山崎昭、飯野成一、中澤通朗、馬

場としみ、松宮弘子、山田敏子、菊池栄二、加藤松

美、栗原昭矩、荒船直孝、武井かよ子、諏訪重雄、

前原豊、平尾宏、吉田晶子、宇治宮義和、和佐田な

つ江、高橋操、秋山春海、内山美代子、高野守啓、

星野正明、板垣憲子、鹿沼文子、坂上泰久、山田敏

子、新井三枝            ［計 41 名］ 
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取材報告  

雑誌 

○「月刊Ｄeli-Ｊ」7 月号 vol.181 

取材日： 

5 月 25 日（水） 

 

テーマ： 

「太古のロマンに出 

会う夏 群馬が誇 

る埴輪と古墳」 

 

 

 

 

内 容： 

・表紙 考古館の埴輪のクッキーを使用 

・P.8  考古館の紹介が掲載 

・P.70 ことはにくんクッキーが紹介 

 

その他： 

・2016 年 6 月 25 日発売 

・株式会社上毛新聞 TR サービス 

 

○「大人の休日倶楽部」10 月号 通巻 102 号 

取材日： 

7 月 31 日 

テーマ： 

「特集：群馬県 埴 

輪劇場へようこそ」 

 

 

 

 

 

 

内 容： 

・P12 ことひくはにわの紹介 

・P20 考古館とクッキー・落雁の紹介 

 

その他： 

・2016 年 9 月 26 日発行 

  ・株式会社ジェイアール東日本企画 

 

 

 

テレビ 

○群馬テレビ 「トリビア図鑑」 

撮影日：8 月 26 日（鈞） 

放送日：10 月 4 日（火） 

内 容：考古館と埴輪を収集した之賀について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○群馬テレビ 「ぐんま一番」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影日：12 月 15 日（月） 

放送日：1 月１3 日（金） 

内 容：伊勢崎の昔巡りの 

旅 

考古館にて、着物 

体験やお茶、投扇 

興の体験、埴輪を 

見て楽しむ。 

 

 

○群馬テレビ 「JA みどりの風」 

取材日：1 月 11 日（水） 

放送日：1 月 16 日（月） 

内 容： 

江戸時代から続く伊勢崎の伝統野菜である「下

植木ネギ」についてのお話し。 

当館にある「伊勢崎風土記」が掲載。 
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2016（平成 28）年度史蹟会  

 

○1 月例会 「浅草寺初詣と歌舞伎の鑑賞」(東京

都浅草)  (参加者：28 名) 

期日：1 月 24 日(土) 7：20 集合 

経路：伊勢崎駅 →浅草寺と仲店 →浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」 

演目：三人吉三巴白波、舞踊「土佐絵」、与話情浮

名横櫛 

 

○4 月例会 「長野氏ゆかりの来迎寺と箕輪城を訪

ねる」（群馬県高崎）（参加者：15 名） 

期日：2016 年 4 月 3 日（日） 時間：午前 8 時 

順路：浜川来迎寺（長野氏累代の墓地（市指定））

→西光寺・保渡田薬師塚古墳 →かみつけの里博

物館、二子山古墳、八幡塚古墳（三古墳とも：国

指定） →土屋文明記念文学館：昼食（彩花）→

龍門寺：山門（市指定）井伊直正開基 →石上寺：

六地蔵石幢（市指定） →箕輪城址 →旧下田邸

庭園（県指定） →伊勢崎着 17：30 

 

○5 月例会 「群馬県埋蔵文化財調査センターと 

櫃城址を訪ねる」（群馬県東吾妻町） 

（参加者：18 名） 

期日：2016 年 5 月 29 日（日）集合： 午前 8 時 

順路：群馬県埋蔵文化財調査センター、発掘情報

館・収蔵展示室「金井東裏遺跡―甲を着た古墳人―

など」 →昼食「いな穂」 →岩櫃城址・岩櫃神社 

→本丸まで歩きます。 →密岩神社（撮影：大河ド

ラマ「真田丸」のタイトル画面） →大戸関所・資

料館 →国定忠治の処刑場所 →伊勢崎着 18：00 

 

○7月例会 「木彫の名工 石川雲蝶を訪ねる」 

（新潟県魚沼市）(参加者：17 名) 

期日：7月 2・3日(土・日)  出発 9：00 

順路：1 日目 雲洞庵 →永林寺 →西福寺：雲長

の終生の大作(県指定文化財) →龍谷寺 

2 日目 龍澤寺 →三国街道塩沢宿：鈴木牧之記念

館、買物 →伊勢崎着 16：30 

宿泊：西旅館 〒949-6431 南魚沼市樺野沢 156-2  

 

○10月例会「八王子城跡と多摩御陵を訪ねる」 

(東京都八王子市)(参加者：12名) 

期日：10月 2日(日)  集合出発 午前 7時 

順路：八王子城址(御主殿跡、本丸跡など)、北条氏

照墓所 →昼食：増田屋→多摩御陵（大正天

皇・貞明皇后、昭和天皇・香淳皇后）→八王子

市郷土資料館→伊勢崎着 18時 30 分 

 

 

○12 月例会「千葉県立関宿城博物館と野田市郷土

博物館・キッコーマンものしり資料館」を訪ね

る。（千葉県野田市）   (参加者：10 名) 

期日：12月 11日(日) 集合出発：午前 7時   

順路：中之島公園「関宿水閘門」等 →千葉県立関

宿城博物館（河川とそれに関わる産業、関宿藩

と関宿）、昼食 →鈴木貫太郎記念館 →野田

市郷土博物館、茶室「松樹庵」（国登録有形文

化財）呈茶 →キッコーマンものしり資料館 

→伊勢崎着 19 時 
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☆ ☆  年新会員披露（敬称略）☆ ☆ 

 

2016 年新会員（敬称略） 

束田政策、阿左美芳紀、五十嵐三重子、齋藤三代 

 

2016(平成 28)年度史蹟会会費納入者（敬称略） 

《賛助会員》相沢稔 

《一般会員》住谷百合子、川田スミ、村岡邑子、大

澤康子、山越清彦、石関貴史、束田ます、束田政策、

束田みね子、上村静江、半杭章子、西川晴美、大川

正洋、大川信代、大川真理子、渡辺員枝、川田勇、

滝川哲雄、岡崎哲也、綿貫茂、赤岩勝弘、諏訪重雄、

棚橋久代、川田正子、石田多津代、矢内順子、久保

田裕美、松村一美、阿左美芳紀、今井睦子、高木文

子、小山慎一、茂木ひとみ、五十嵐三重子、齋藤三

代                ［計 36 名］ 

 

２０１７年史蹟会学予定（案） 

○4 月 2 日（日） （埼玉県さいたま市） 

埼玉県立博物館、見沼通船堀公園、寿能城跡

（太田道灌の甥潮田資忠の居城）、大成館（室

町時代の館跡、金子駿河守館のち旗本小栗家

代々の館） 

○5 月 28 日（日） （茨城県古河市） 

古河城址、河城歴史博物館、鷹見泉石記念館

（武家屋敷）、文学館 

○7 月 2 日（日） （長野県大町市） 

仁科神明宮（日本最古の神明造り：国宝）、若

一王子神社本殿、三重の塔 

○10 月 1 日（日） （群馬県高崎、前橋） 

群馬県立博物館、大室古墳公園・はにわ館他 

○12 月 10 日(日） （埼玉県日高市） 

高麗神社、聖天院、日高市立高麗郷民俗資料

館他 

○1 月 21 日(日） （東京都台東区浅草） 

新春浅草歌舞伎 

 

※各史蹟見学会の詳細は後程葉書にてご連絡致し

ます。 

 

◎会費納入のお願い 

平成29年度（2017）の会費の納入をお願い致します。 

なお、昨年振込用紙の口座番号が変わりましたので、

同封の用紙をお使い下さい。 

 

・・・ お 知 ら せ・・・ 

【3 月の展示 －茶会と投扇興と貝合わせ－ 】 

◇展示「近代から現代にかけて 

 雛人形展 ―段飾りと脇飾り―」 

期 日：2 月 23日（木）～3 月 20日（月） 

時 間：9時 30分～16時 30分（入館 16時迄） 

休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

入館料：一般 500円 小中学生 200円 

 

▽△▽ 考古館のひなまつり △▽△ 

期 日：3 月 5 日（日） 

時 間：10時～15時 投扇興   事務所 2階 

     13時～15時 源氏物語朗読会  母屋 

（「乙女」「胡蝶」） 

10時～15時 貝合わせ     母屋 

10時～15時 茶会    茶室觴華庵 

入場料：2000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！！会員募集！！ 

相川考古館では、現在、友の会、史

蹟会の会員を募集しております。お

知り合いの方を是非お誘い下さい。 
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