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◆今回の日本百選

日本の歴史公園100選第1回

日本百選

かそリーぬ
（加曽利貝塚PR大使）

日本百選
“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

2018.10（次回発行／2018年11月20日）取材協力・写真提供・撮影協力／加曽利貝塚縄文遺跡公園　千葉市立加曽利貝塚博物館　加曽利貝塚土器づくり同好会　　　　　　

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。 公式アカウント

●京葉銀行本店営業部
●京葉銀行本町支店
●京葉銀行都賀支店

千葉市中央区富士見1-11-11
千葉市中央区中央3-11-8
千葉市若葉区西都賀3-4-5 

TEL.043-222-2121 
TEL.043-222-1155 
TEL.043-253-1111 
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最寄りの
　

▲土器づくりの様子（公園内同好庵）

1本　￥2,160

※価格表記は、税込

A4横変形判、全24ページ　￥800
※イベント開催時のみ販売！ ※ネクタイ柄6種類

ピンバッジ、キーホルダー、ボールペン、シャープペン、
ネクタイ、絵本　など

千葉公園（蓮華亭）、
エキナカ房の駅、
加曽利房の駅で販売

をつくる。縄文人と同じ手法で「縄文土器」をつくる。
●名 　 前／
●誕 生 日／
●出 身 地／
●性 　格／

●お 仕 事／

●アピール／
　ポイント 

かそりーぬ
3月22日
縄文時代の加曽利貝塚周辺
恥ずかしがり屋さんですが、人なつっこくてきれい好き
です。特に縄文時代のおじいちゃん、おばあちゃんにお
世話してもらっていたので、おじいちゃん、おばあちゃん
を見つけると思い出してかけ寄ってしまいます。
こうむいん。
平成26年7月に千葉市長から加曽利貝塚PR大使を任
命。加曽利貝塚の魅力を、いろんな場所でみんなに広
めていきまます。 
縄文時代中期の「加曽利E式土器」を頭にかぶり、貝塚
から一番たくさん出てくる「イボキサゴ」という貝の首
飾りをつけています。

加曽利貝塚PR大使の「かそりーぬ」です。
かそりーぬに出会ったら仲良くしてくださいね♪

加曽利貝塚縄文遺跡公園
ご案内図

「かそりーぬ」
グッズの
ご紹介

ネクタイ

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   https://www.city.chiba.jp/kasori/kasoriinu/goods.html

●問い合わせ／加曽利貝塚土器づくり同好会
 千葉市若葉区桜木8-33-1（加曽利貝塚博物館内）

　「 加曽利貝塚土器づくり同好会」は、1974年（昭和
49年）に結成した、縄文に心を惹かれ、縄文土器に魅
了された人たちの集いです。常時100名前後の会員
で運営され、会員相互の親睦を図ることはもちろん
のこと、縄文文化の研究とその生活実体復元を通じ
て正しい歴史文化の理解を深めることを主な目的と
しています。同好会の活動は、土器づくりのほか、本
物の土器を忠実に再現したものを展示する年に1度
の「作品展」や千葉市が主催する「土器づくり教室」で

小学生や一般市民への土器づくりサポート、縄文土
器関係の博物館・資料館を見学する「バス見学会」
などがあります。また、土器づくりに興味のある方に
朗報です。毎年、春と秋に千葉市の市政だよりなど
の公募で開催する「市民土器づくり講座」（加曽利
貝塚博物館主催）に参加した方に同好会への入会
説明をしているので、来春の「市民土器づくり講座」
に参加してみてはいかがでしょうか。
※講座に参加しないと入会することができません。

に魅せられた熱い人達の集い！！に魅せられた熱い人達の集い！！縄文土器に魅せられた熱い人達の集い！！

縄文土器のできるまで

1.粘土層から粘土を
　採集する

※千葉県下では関東ローム層の下に20cm程度の粘土層があるのでその粘土を使用。

3.粘土と砂をよく混ぜ、
　水を加える

4.水分を調節しながら、
　よく練り、寝かせる

2.良質な粘土を選別し、
　天日乾燥後、細かく砕く

1.円盤状の底をつくり、粘
　土紐を輪積みしていく

3.かたちができたら表面
　に縄文をつける

4.竹の棒などを使って文様
　を描いて完成

2.粘土紐をしっかり接着させ、
　すき間をつぶしていく

1.火床をつくる（熾をつくる） 3.熾の中に土器を置く 4.熾火の中で温める
2.火の周りで炙り土器の
　水分を抜く

5.土器の周りに薪を積む 7.焼き上がりを確認して
　取り出す

6.一気に焼き上げる

■粘土を
　つくる

■土器を
　つくる

■土器を
　焼く

.焼き上がりを確認して

焼き上がって
赤褐色になった土器
の状態を全体に焼き
モレがないか確認し、
　　　土器の完成！

※同好会活動の詳細はWEBサイトを参照。 http://jyomon-doki.wixsite.com/dokokai

など

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。

絵 本

今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選ofちば」の第1回をご覧ください。

①約5,000年前
②約1万5,000年前
③約2万5,000年前

　今回は、加曽利貝塚縄文遺跡公園をご
紹介しましたが、「縄文時代」の始まりとは、
一体今から何年前のことでしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

おき



　加曽利貝塚は2017年、国の特別史跡に指定されました。青森県の三内丸山遺跡
などに続くものです。特別史跡とは、文化財の世界で言えば国宝に当たるもの。全国で
62か所しか指定されておらず、縄文時代の特別史跡としてはわずか4例目、貝塚では
日本初の指定です。
　特別史跡に指定されたのには4つの理由があります。1つ目は、ムラ貝塚（内陸にあ
る貝塚）として日本最大級のものであったこと。千葉県には日本の貝塚の3分の1、約
700か所が集中しているのですが、中でも最大級の貝塚が、ここ加曽利貝塚でした。
2つ目の理由は、集落跡としての価値です。貝塚としてだけでなく2,000年続いた村と
して縄文の生活文化の変遷を一つの遺跡で追うことができる唯一の存在である点で
す。３つ目は、縄文時代の自然
環境を再現する試みや縄文人

が生活した住居跡、貝塚の断面等の遺構を適正に保存し整備し
た点です。実は1960年代に開発の危機に瀕したのですが、市民
主導の遺跡保存運動が全国規模で展開され、保存につながりま
した。そして4つ目は、考古学研究の発展に寄与した点です。明
治時代から多くの人類学者・考古学者が訪れ、日本考古学の発
展の舞台となってきました。
　これほど重要なものが千葉市内にあることは大変素晴らしい
事です。皆さんにもぜひ足を運んでいただきたいですね。

　「日本の歴史公園100選」は、都市公園法の施行
50周年を記念して、全国より集まった195件の推薦
の中から「都市公園法施行50周年等記念事業実行
委員会」によって選定されました。
　地域に個性や魅力をもたらす「優れた歴史的・文化
的資源を有し、地域の活性化に貢献している歴史公
園」を再評価し、その整備を推進することで、観光振興
や活力に満ちた地域社会の実現を目的としています。
　2006年（平成18）10月に112の公園が選定されま
したが、城や城趾を中心としたものが多かったため、
より広範な歴史公園を対象とした2次募集が行われ
ました。2007年2月に138の公園が追加され、その際
に「加曽利貝塚縄文遺跡公園」は選定されました。
　千葉県で「日本の歴史公園100選」に選定されてい
るものは、国指定重要文化財を含む7箇所ありますが
本誌では昨年、千葉県初の「国の特別史跡」に指定さ
れた「加曽利貝塚縄文遺跡公園」をご紹介いたします。

日本の歴史公園100選とは？

縄文時代の特別史跡としては4例目、貝塚では日本初。

加曽利貝塚博物館

山下　亮介主 　 査
（学芸担当） さん

▲北貝塚貝層断面 ▲南貝塚貝層断面

▲復元竪穴住居内部

▲復元竪穴住居

of

加曽利 ▲

Ｂ式土器
加曽利 ▲

E式土器
加曽利 ▲

Ｂ式土器
加曽利 ▲

E式土器
縄文時代中期の層から
発掘された土器

縄文時代後期の層から
発掘された土器

縄文時代中期の層から
発掘された土器

縄文時代後期の層から
発掘された土器

加曽利貝塚で発掘された2種類の縄文土器。加曽利貝塚で発掘された2種類の縄文土器。



　もと幕張町３丁目にあった大須
賀常信氏の旧宅。1968年（昭和43
年）千葉市に寄贈され、民俗資料と
して保存するため、1969年（昭和
44年）にこの場所に移築されまし
た。江戸時代、幕張町は天領に属
し、北町奉行配下にあり、大須賀家
はその代官所にあてられ、俗称｢北
の代官所｣と呼ばれていました。こ
の屋敷は、1741年～1750年（寛保
～寛延年間）の建造と思われ、一部
に近年の改修の跡がみられます。
　現在の外観は移築当時の藁葺き
屋根ではなく白い金属板で覆われ
ています。

　千葉市立加曽利貝塚博物館は、加曽利貝塚の
遺跡の中に、1966年（昭和41年）に開館しました。
加曽利貝塚から出土し、「加曽利」の名を冠した「加
曽利B式土器」・「加曽利E式土器」や石器・アクセサ
リー類のほか、貝殻のカルシウムによって通常で
は残らない人の骨や動物・魚の骨等も展示してい
ます。そのほか、東京湾周辺に住んでいた縄文時
代の人々の生活の様子なども写真や図版などで
解説されています。

　加曽利貝塚では、1962年（昭和37年）の発掘
調査当時から、実物を現地で見てもらいたいと
いう考えのもと、遺跡を周辺の自然環境と共に
そのまま保存し、展示（保存）してある実物を全
身で受け止め、その存在を感じ取ることができる
現地保存型の野外博物館（フィールドミュージア
ム）をめざし活動が続けられています。
　2017年度の発掘調査では、加曽利貝塚の集
落がどのように最期を迎えたのかを知る上で重
要な地点である南貝塚北東端625㎡の発掘調
査が行われました。つづく2018年度は、昨年度
に続き縄文時代晩期の竪穴住居跡の未調査部
分を発掘し、その全貌を明らかにするため、8月
から調査が始まっています。
　また、公園内の加曽利貝塚博物館では、さまざ
まな縄文体験プログラムが用意されています。
休日には子供向けに、発掘道具の使い方や遺物
の取り上げ方を体験できる「考古学者のお仕事
体験」や、土偶ペーパークラフトづくりが楽しめ
る「縄文あそびコーナー」を開催。縄文ひろばで
は、「火おこし体験」や「貝アクセサリーづくり」な
どが開催され大人から子供まで楽しめます。

加曽利貝塚の活動。

千葉市立加曽利貝塚博物館

▲旧大須賀家住宅外観

●開館時間／ 9：00～17：00
●休館日／月曜日、国民の祝日の翌日、年末・年始
　　　　　（12月29日から1月3日）
　　　　　※ただし、国民の祝日の翌日が土・日曜日の場合は開館。
●観覧料／博物館およびその他野外施設など、すべて無料。

▲旧大須賀家住宅内 ▲旧大須賀家住宅内（囲炉裏がある和室）▲博物館外観

▲博物館展示室

▲加曽利貝塚縄文遺跡公園全景
▲火おこし体験

▲現在も継続して行われ
　ている「発掘調査」

北貝塚

南貝塚

旧大須賀家住宅

復元竪穴住居

加曽利貝塚
博物館

同好庵

旧大須賀家
住宅

●問い合わせ ／加曽利貝塚博物館
 千葉市若葉区桜木8-33-1
  TEL.043-231-0129

※その他、くわしくはWEBサイトをご覧ください。
   https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html

北貝塚の竪穴住居跡の
観覧施設

南貝塚貝層断面観覧
施設入口付近

南貝塚貝層断面観覧
施設入口付近

▲出土された磨製石斧（ませいせきふ）・
　打製石斧（だせいせきふ）等▲出土されたアクセサリー類

https://www.city.chiba.jp/kasori/index.html
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縄文土器に魅せられた熱い人達の集い！！

縄文土器のできるまで

1.粘土層から粘土を
　採集する

※千葉県では関東ローム層の下に20cm程度の粘土層があるのでその粘土を使用。

3.粘土と砂をよく混ぜ、
　水を加える

4.水分を調節しながら、
　よく練り、寝かせる

2.良質な粘土を選別し、
　天日乾燥後、細かく砕く

1.円盤状の底をつくり、粘
　土紐を輪積みしていく

3.かたちができたら表面
　に縄文をつける

4.竹の棒などを使って文様
　を描いて完成

2.粘土紐をしっかり接着させ、
　すき間をつぶしていく

1.火床をつくる（熾をつくる） 3.熾の中に土器を置く 4.熾火の中で温める
2.火の周りで炙り土器の
　水分を抜く

5.土器の周りに薪を積む 7.焼き上がりを確認して
　取り出す

6.一気に焼き上げる

■粘土を
　つくる

■土器を
　つくる

■土器を
　焼く

.焼き上がりを確認して

焼き上がって
赤褐色になった土器
の状態を全体に焼き
モレがないか確認し、
　　　土器の完成！

※同好会活動の詳細はWEBサイトを参照。 http://jyomon-doki.wixsite.com/dokokai

など

※くわしくはWEBサイトをご覧ください。

絵 本

今月の誌上クイズ！
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選ofちば」の第1回をご覧ください。

①約5,000年前
②約1万5,000年前
③約2万5,000年前

　今回は、加曽利貝塚縄文遺跡公園をご
紹介しましたが、「縄文時代」の始まりとは、
一体今から何年前のことでしょうか？
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

おき

正解は→②約1万5,000年前

　加曽利貝塚土器づくり同好会　　　　　　

https://jyomon-doki.wixsite.com/dokokai
https://www.city.chiba.jp/kasori/kasoriinu/goods.html

