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明' 博物館に遊びにきませんか!

弥生再葬墓岩櫃山 (いわびつやま)遺跡―群馬県吾妻町の重要文化財に指定

坂本万七写真研究所コレクションの寄贈

収 蔵 室 か ら  錦 結「里見八犬伝之内芳流閣之図J

「エムツー」カタログ

博物館講座2005の おしらせ

来た・見た'聞いた 明治大学博物館

博物館友の会から

伝 世 田合代富 大 場捕十郎所用十手

彦根藩井伊家が領する世回谷(東京都)の地で、代官とし

て支配にあたっていた大場開十郎力〕司いたといわれる十手。

十手の柄縁と柄頭に、丸に並び矢羽根の大場家家紙が

銀象嵌されている。かなり大本りの十手で 握柄の鮫皮

装飾も立派。本資料のように、十手の元の使用者が分か

る例は極めて稀。

「名和ヨレクションJ:全長52 7cm、重量8009t
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文部科学省委託事業

なびく駿河台 地域子ども教室

中!
明治大学博物館は今年、小学生から中学生を対象とした「地域子ども教室」を開催しています。期間は、

昨年の10月 から今年3月までの半年間で、毎月2回土曜日に実胞しています。

「教室」では、特別企画もある体験学習 (Aン ズ・オン)や、学習シート(アクティビティ・シート)をつかっ

た展示学習を行つています。わたしたちは、これからの大学博物館のあり方の一つとして、商品・刑事・考

古部門がもつ個性的な博物館資料を最大限に活用しながら、さまざまな方法と場所で地域社会との連携を

深めていくことが重要であると考えています。

雲

催

展示学習のねらいは、実物資料をみながら子

どもたちの「考える力」を養うことです。

展示室では学芸員とガイドボランティアが学習

シート(アクティビティシート)をもとに分かりやすく

指導します。また、その過T.では子どもたちとご両

親とのコミュニケーションも大切です。学習シート

は達成するたびにポイントがたまる仕組みになっ

ています。
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むかしの人びとがつかった道具です。

''年の政ホ=のとこにある力 どがしてム=しよう

なつかった, チートt「あJから「こJのお't告含まし卜う

こ■lr 京宮岩でっくら約喧線

まえ統 bt〕 脚 想 厳 丸

これを打0さをにつけてはにしま

しヽ どれなコもをとつていたと

こAA神 くう円鋤 で“

いまから0000年櫛の口支時代の

[■は=Hで す。45L時代に,

く'■たとの大形です じようS

なこどもJ生まれ"!t4か

たくされ本の室″t■きすよ引〔

▲学習シート(アクティビティシート)はこんな感じです。

ン 地域子ども教室 「体験学習会」スケジュール 田

(2005年 1月～3月)

1月22日   考 古学八ンズ オン学習塾スペシャル 「石器をつかってみよう」

グスド小菅将夫さん (笠懸野岩宿文化資料館学芸員)

1月29日   織 物 染物八ンズ オン学習塾

2月 19日   考 古学八ンズ オン学習塾

2月 26日   大 江戸駿河台歴史探検 「地域史跡マップづくりJ

3月 5日   考 古学八ンズ オン学習塾

3月 19日   大 江戸駿河台歴史深検スペシャル 「手づくリマップをもつて町にでようJ 要 事前申し込み03-32964448

ゲスド中西隆紀さん (NPO法 人神田学会)

*「展示学習会Jも毎回開催しています。「体験字習会」とあわせてこ参加ください。

ネ「展示字習会」「体験学習会Jいすれも毎回午後1時から開催しています。参加自由です。

ただし3月19口「歴史探検スペシャル」のみ事前の申し込みわ`必要です。

Ⅲ「白雲なびく駿河台地域子ども教室Jのお問合せは惇物館事務室(0332064448)ま で。

▲高札って何だ7



弥生再葬墓岩橿山(いわびつやま)遺跡―群馬県吾妻町の重要文化財に指つ

イ|‖直山遺跡は、1939(H4和114)年111!杉 原】i介氏 (明大

考古学 tr攻 同憮ブJ館制設 イ)らによって、51生時代前期後

塔から11[期初HHにわたるll坪なが発見された遺跡です.岩

値 ilは、棟高802mの F食しい|11で、その町t上|、十近にある「鷹ノ

栄岩陰Jと呼ばれる地点から、L林 21個体、イ「器数点、そして

人甘数点がrll上しました!人41'が|‖にしていること、また上器

の中にはほぼ完全な形を保っているものが多いことから、この

選朔イま 度 埋弊した遺体を1取りHⅢして洗い、骨だけの状態に

してからさらに上器に入れて'‖件した、再率墓であると考えら

れています.再芥墓研究の恥“ヤとなった遺跡として者名ですぃ

この岩慢!11遺跡‖1に資料のうちり1治大学で保管されて

いる に器9111体と Lttri、11,,十 1古が このたび2004年 711

22日に祥馬,t吾去田Hこよって町怖定ITl要文化財となりましたt

これを記念してど妻W「では1+別展 『科1霊の山岩植―鷹の米

遺 rlと弥生の莞何1-Jを 開1せし、町が誇る文化財を一「]みよ

うと約2000人 の米館 者がありましたⅢいわば、土器がお'!坊|

りをしたわけです。また小林 二郎氏 (rlH治大学教授)rこょる.せ

念講演 『弥生時代の社会構成』も行われ200人 近い参l」R者

でにぎわっていました。

収蔵室から

▲岩福山山頂付近の遠景

▲岩福山遺跡出土弥生土器

■‐「エムツー」カタログ

坂本万七(190111974)は、大正から昭和の戦前、戦後にわたって活躍した写

真家です。坂本万七写真研究所をliヤし、考古遺物や柳宗悦らとlH査した民芸

作品、rtl磁器などの撮影者として知られています。坂本万 ロデ其研究ljを受け

継いだご子息の坂本明美氏(本学考古学専攻卒業生)もまた写真家として当館

所蔵資料の撮影を手がけています。今回、坂本明美氏より、坂本方し写真研究

所が保管する写真のうち考古遺物、仏教美術、陶磁器関係の膨大なネガ、紙統

きを当館に寄婚していただきました。今後、この学術的価値の高いコレクションの

体系的な整理を行い、写真展などに活用していく予定です。

売上ベスト3(9月～"月 )

第1位 ミニタオル(土偶) 475円

第2位 クリアーファイル (上器 ) 420円

第3位 Tシャツ(土偶) 1,390円

錦絵「里見人犬伝之内芳流閣之図」
刑手部ドJは、導入展示に法制資料であ

る古文書と、高札を掲げています。その中

で■時の高札場の様 Fをうかがうことので

きる絵画資料 (「東京自慢日本橋御高札場

之図J広重筆他1)が併置されていることrこ

気付かれたでしょうか。これが錦絵ですが

ヴィジュアル性の高い資料である錦絵は来

P‐者にも親しみやすく、資料理解の大きな

助けとなっています。今回の「収蔵生からJ

は館蔵錦絵の一つ「里児人大伝之内労

流間之図Jをご紹介いたします。

資料の解説

題名に「里兄人大伝之内芳流閣之図J

とある通り、問i亭馬ゲ(17671848)作の ‖村総早兄八大lr」(以 下「人大仏』)のワンシーンです.ン (犬仏』は、9輯98巻106冊からなる大長

編小説で、文化11年から天保13(181442)年にかけて発行された読本です。F人犬伝1は戦回時代末期、安房国の里見家再興をめぐる人

犬 ■の活躍を摘いた史は休小前で、『水滸伝』の構想にならい、あわせてll々な資料を調査 参照して執筆されています。「伝奇小説Jの

‖1面と、作品全体に孝 者の勧学懲悪r的‖1界観が色泄く表現されていることから、江戸庶民に大変人気の高かった作品です。労流閣の格

聞は1人犬伝』第 i靖のひとコマで、スパイと疑われた大塚信乃戊子(太ガを振るっている右側の人物)と、姉り手である犬制現人信道 (両

面左の 1手を手によ手つ、十美な衣装の人物)の峨いの様子を1高いていますc「人大伝』を題材とした錦絵の中でも、芳流間の格闘シーンを

扱ったものは数多く発行されており、当時の人気がしのばれます.

注日していただきたいのは 過手が用いている道具です。「番所 |つ道具Jとい子ばれる捕者具「突梓J(画面右の学 型の道具)防 」股J

(中央に見えるU字 型の道具)「絢楊J(lTN根の向こうから先端部分が見える)によって、大塚信乃成率を追い詰めています。向こう鉢巻に

欅掛けをしている進子の中には、十子を持っている者もt まヽす.現在、私達は締者道只の使用方法を、このような錦絵などの絵画資料からも

知ることができるのです。捕ヤ道共によって通い;占められた犬啄信乃,長孝は、大 立ち回りも空しく、この直後に大飼現八信道と格闘しながら、

労流門上から帳下に流れる利根川へとは消するのでした。

錦絵人気の秘密

なぜ錦絵は人気があるのでしょうか?先に述べたような「分かりやすさJに加え、「絵解きJの面白さが挙げられるでしょう。例えば、実際の事

件を直接に表現することを悼り、■実を古典等にlrkはする「兄立てJなどの表現枝法が凝らされている場合もあり、その楽しみ方は実に奥深い

ものです。錦絵には消費者(鉛賞者)のニーズに応えて、絵師や彫師、摺師、順ブまこより様々な Ii大が施されています。彼らの不断の努力に

支えられた成果が、来館者の心に届いているのではないのでしょうか,これらが相まって、高い人気に繋がっていると思います。(高野弘之)

ミュージアムショップ「エムツーJで3F売してぃるクリスを紹介するこのコーナー.

第2弾は、エムツーオリジナルマグカップを紹介します(

エムツーオリジナルマグカップは、速光器上十局がデザインされている、rlくてぉしゃれな

マグカップですcしかも、厚手で壊イtlこくく幅広i対甘途につかえます―li偶 は、その豊

満な体形から、豊穣を招くことが期待され、奈予巳等に用いられたといわれています。こ

の霊験あらたかな 上偶デザインのマグカップを持てば、何かいいことが起こるかも

▲特別展「祖霊の山岩福」での展示

坂本万七写真研究所コレクションの寄贈

定価1,470円



博物館 講座2005(4月～8月)

明治大学の生涯学習岳おlrF『リバティアカデミー』と連携した市民のための本格JR博4勿館耐14です.おなじみ「考古学ゼミナールJに加えて、

「寺子どIf3座」がスタートします.

博物題公開語座

第3フ回 『者古学ゼミナール』

「明大考古学」の過去と現在 ―考古学の礎と多様性PARTl―

博物館公開講座

「寺子屋講座文体が語る法・ひと。歴史―明治大学コレクションから1-」 資料写真掲載

O資 料掲載<「和泉国日根郡嘉祥寺村文書」>

『」尻町史』<雁 史編>大 倣府来岸i‖||ルと田「

〇資料掲載く「51廻行列」(1刑罪大秘録‖)>

『近代日本社会と部おい1題』大阪人権博物鮒

〇資料掲載<西 南戦争の投降勘告ビラ>

朝ロビジュアルシリーズFttHI市lhlH・太郎「jJ道をゆく」ど第13'十Ⅲ‖1新聞十1

0資 料掲載く地方測量之図>

小学校向けビデオ教||「問査体験からはじめる『兜十召」第5を11)【]7株式会11

○資料掲載く東京自慢日本橋御高札場之図>

新井 益 太郎 F江戸語に学ぶ』■樹書房

〇資料掲載<中期壼形土器<丸子式><岩 植山式>(群馬県岩福山遺断)>

『辞馬の遺跡』第3巻上モ新聞Hl沖て'j

O資 料掲載く勾工 (古墳前期`出土地不明)>

1ビジュアルワイド|1公本十資料奨ど(株)東京4冊

〇資料掲載<尖底土器(神奈川県ヨ島貝塚)><打製石器(群馬県武井lt断)>

Fサンデーサビックス単千十選llNI献川4J(株)りいフS、しゅ引ゴん

〇資料掲載く深鉢(神奈川県大丸遺跡)>く 石器(群馬県岩宿遣跡)>

F日本の考古ガイドブック士束末日 立博物飾

〇資料掲載<埴 輪窯批群 (茨城県馬渡通跡A地 点)>

F図説 】Br l久慈 多賀の度党J(株 )郷 上出1版十1

0資 料掲載く鎌を腰に差した人物埴輪>

F群馬の追跡』第5な litrFr聞‖1版'j

O賞 ‖掲載くナイフ形石器(群馬県岩宿遺跡)><石 包丁(京都府深草遺跡)>

『小学6年社会演習J(株)エデュケーショナルネットワーク

O資 料掲載く発掘当時の法堂遺跡>他 計8点

『図説 上浦・石岡 つくtゴの府史l(株)イい上出肢|に

O資 料掲載く長野県和国東山3号古墳石室>

『長野市HLLJ 15な総集編 長野市教育委員会

O資 料放映<磨 製石斧><縄 文土器><黒 曜石石刃>

NHK教 育テレビ高校誰庄イヒ学「伏素とケイ素」21X14年10月2911

0資 料放映<「白洲の図」『徳川幕府刑事図譜』>

フジテレビ「トリビアの泉～素晴しきムダ知識～」2004年11月1011

第1議 鞣 雰界9ダ
立ち lH確売明

中明大陣事務長)

第 1議  石 器研究の基礎と黒耀石考古学の構築
女材政11
Ⅲ‖末欺た1 第2議11賭岳里晶皆雪ゴJ 1チ能

第 2議  縄 文時代の遣跡群と地域社会 阿
‐
j方知!

十川1人lll欺ヤヱ|

第 3議  「日本農耕文化の生成Jと現在の弥生研究 イJ  ‖ |よ
(け大れに)

第3議 名晶簿絵密景それとも, 外出純
Ⅲ■大博学よ限)

第 4議 外山
寺院法度

我々にはなせ檀 家寺があるのか

第 4議  東 国古墳の発掘と「国家形成論」

第 5議  積 石塚の発掘と渡来人の研究

“| 木々忠一

1叫人1“教ヤ?| 村法 パート1 日1ヒ性代 r
(明大Frヤ芸貞)

第 5議
′卜1卜i内;
十け大共,そ| 第 6議  内

済証文
ブソレ解消法をまな本

第7議 電旨暫鍛援義酪書を読む一
章6月3日～7月1日の毎週査確日1800-2000/定 員250名

神i崎は美
(rAPH大学専任討師)

第3議｀
総 告ィ外ラヤ

第 9議  語 塚薦語:ピ笑名像を考える一―

第10議 会景稼唇響吾載きの法理―

博物館入門講座2005(4月～8月)

実物教育に重点をおいた少人数制入門講座です。かゆいところに子が屈きます。

'能

第38回 入門講座

「伝統工芸は今… 漆器の伝統と現在」

第39回 入門講座

「展示ケースの向こう側一考古コレクションの逸品たち―」

第 1議  添 器とは?忘 れられた
“
知恵

"と“
工夫

"の
伝統 第1議号傷野増台境汽健と

な時代?外 ll
十け人いヤよすⅢ

島 H和1高
(lll ttltr学芸貝)

第 2議  下 地 ～輸島塗 飛騨春慶 他 外山 第 2講  毎 晶藁据雪
拡張と1日石器研究享創期

烏 ¬

第 3議  漆 芸 ～木曽漆器 飛騨書慶 絶 第 3議  ま 意欄
人、黒耀石をもとめて

第 4講  加 飾 ～高岡漆器 香川漆器 他 第4語尋濫器杢ヽ黒躍石をもをめて外 大竹十恵
に上くすり]低Ⅲ早把fi体験ミ.―),と,よ自|

第 5議  漆 器製品の見方・買い方 外 第 5講
 堤 韮桑壌生

海産資源の利用

Ⅲ5月108～ 6月ア日の毎週火曜日1500ヽ 16●0 第6講里縄 コしのはじ却 忽'「敬三
(DJ4大博学芸rl)

第7講堕 拐弱雪メ界 忽】F

第3議 弓輪課無馬と
に2

第9議堅鞣麟 持 小主秀成
(工里村立史村舶学まR)

第JO議
 =凝 黒騒ユ

リと埴輪

告講座の詳細は「2005リ バティ,アカデミーパンフレット総台案内」をご覧ください。

講義の日程や内容は変更になることがあります。こ了承ください。

お問含せは、公開講座:リバティアカデミー事務局 (Te1 03-3296‐ 4423)、

入門講座:博物館事務室 (Te1 03‐3296-4448)ま でお願いします。

来た。見た・聞いた明治大学博物館

館紹介等の取材・撮影・掲載衛問・雑確)

●掲載<明 治大学博物館>

1性業新湖川9サ|),(株)産業新洲社2004年9111日

'掲 載<明 治大学博物館>

「歩く 穴 末 ド川P05』(株)日rl支t12004年9月3日

●掲載く明治大学博物館>

ド1)o ciasSc」10日),(株)ショバン2004年9月20日

●掲載<明 治大学博物館>

「マッブルマガジン 穴 京21X5年度版』(株)田召文社2004年10月1日

●掲載く明治大学博物館>

|【)でroをn‖.1町 お忍び散歩‖キ明II新聞社211114年11月111

●掲載く明治大学博物館>

川Ⅲl彫 ヤ旅行〕(け)|1小1ケ学旅行協会2004イ十111ナ11日

●掲載<明 治大学博物館>

!しんャSんヾ ホ れ〔12004年11,i1711

●掲載く明治大学博物館>

予週ⅢIⅢl日』朝日新聞IL21X4年11月23日

◆掲載<明 治大学博物館「地域子ども教宝J>

r Jl日小学生新聞サ朝日学生新聞社2004年11月30日

「白洲の図」(『徳川幕府刑■図譜J)

【 一  般  】 NHK文化センターさいたま教室現地講座「歴史の小径」43名/磐 田支部人権擁議委員会23名/日本ウォーキング協会

194名/尚 史会20名/国 分寺市歩き茅出すの会26名/おほむらさき会32名/明治大学付属明治高等学校・中学校

PTA(教務委員会)8名/川崎市立小学校教頭会28名

【小 中 学校l 山 形県高畠町立第二中学校8名/明治学院中学校42名

〔高等専被l 福 岡県立鞍手高等学校打5名/明治大学付属明治高等学校第2学年28名

〔 大  学  1 日 本文化大学14名

〔そ の 他 】 研究助成連絡会20名



“
博物館図書室ボランティア

"

聞くところによると、次の会会員による図書年管理 入年受付の仕事は、

会発足の1年か2年後には始まっていたそうです。いまは
“
図書宮ボランティア

ル

になっています。

図書客ボランティアは、入=イ 退年子を把握 HL録します。それは、秩序

正しい図キ生の利用をはかることは大切だからです。仕事量としては少ない

のですが、lkに博物館のスタンフが仕事の一部として実行するならば、利用

者の不定時の入退室によって集中力 注意力がたびたび中断され、本来の

実務に大変差し支えるような性質のものです。これを友の会会員が分担す

ることで、問接的に博物館の仕事に貢献できると考えています.

担当者は、受付の仕事のない時1問には一般利用者と河様に図書を自由に探し、取り出して読むことができます。代々

の先生方と学生さん達が利用してきた図書、また允達の人びとの米績に触れることのできる図書を読み、その人なりにい

ろいると感慨を持つことがあるでしょう。

現在は約20人のメンバーで勤めています(,月に1～2い|の割り合いで担当する人が多い状況です。長く勤めてくださる

方が多いのですが、定常的に新しく参加する方を求めています。参加希望者

は友の会連絡先(担肖岸井)までご連絡ください。

(図書ボランティア 岸 井 貫 )
「~

|【博物館友の会連絡先】
〒101‐8301千 代田区神田駿河台1‐1

明治大学博物館 友 の会宛

口交通機関

」R御茶ノ水駅 (中央韓|がう往歩5分

地下鉄御茶ノ水駅 1丸の内線)から在歩8分

地下鉄新御茶/水駅 (千代田標)力う徒歩8分

地下鉄神保町駅 (首1営新宿線 半蔵門線)かち花歩10分

施設案内〈Bl)

■図書室

■体験学習室

博物館教室

ミュージアム ションプ

|■1別展示室

大学史展示室

一一””̈い一中

■ ■  日  密
  新 しい博物館ではじめての年越しです。ようやく活動も充実してきて博物籍らしくなつてきました。本年もよ

編 算昌イ整言己 ろ しくお願いします(しま).資料に対して 愛1高を持つようになりました。収蔵庫は愛に満ちている ?(Tn)。

日 ●  田  題   次 回担当の時はさらに役に立てるようになりたいと思います(さと)。


